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豊野地区住民自治協議会だより  

第 40号 

 

 
 

「活き生き豊野 みんなでトーク」 
（加藤市長と直接トーク！） 

開催のお知らせ 

開催日時 平成 28 年 10 月 24 日（月） 午後６時～ 

会  場 かがやき広場豊野（老人福祉センター）２階大集会室 

２年ぶりに加藤市長を招き「活き生き豊野 みんなでトーク」を開催します。地域の課題に

ついて市長に直接質問できる貴重な機会です。 

今年は、広域農道北信五岳道路 豊野幹線が 12月 20日に

開通予定です。広域農道開通に伴う課題や地域の懸案事項へ

の対応を求めていきます。また、広域農道を活かした新たな

観光資源の創出について提案し、市の考えを聞きます。 

さらに、身近な問題として、有害鳥獣対策についても取り

上げます。なお、その場で質問することもできますので、大

勢のみなさんの参加をお待ちしています。 
 
 
 
 
 
 8 月 28 日（日）豊野地区総合防災訓練が行われました。豊野地区全体で約 1,000 人が訓練に
参加しました。区毎に訓練の内容を考え、AED の使用方法の訓練、消火器訓練、放水訓練、土
のう作り、そして炊き出し訓練など、いざという時のための手順を確認しました。 
 豊野地区は地震の他に地滑りや水害など、さまざまな災害への備えが必要です。 
 
 ◆災害の備えに必要なもの◆ 
 
   ＊ 災害時の飲料水 １人１日３リットル 
   ＊ 備蓄食糧    ７日分 
   ＊ 生活用水    浴槽などに日頃から汲み置きを 
  
 ◆防災訓練・避難訓練が大切な理由◆ 
 
 防災心理学によると、災害に見舞われた時、７～８割の人は呆然としてどう行動していいのか
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写真は平成 26 年度の「活き生き豊野みんなでトーク」 

 

ごご参参加加下下ささいい！！  
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部会活動の紹介 

分からなくなり、即座に適切な行動がとれるのは１割程度といわれています。 
 そのため、災害時の避難行動を体に覚え込ませ、考える前に動けるようにしておくこと、機械
的な訓練を重ね、条件反射で動けるようにしておくことがとても大切です。 
 
 
 

〈青少年育成部会〉                   豊野東地区子ども育成会 
７月 23 日（土）白樺リゾート池の平フ

ァミリーランドへ行きました。今回、何年
ぶりかの親子研修旅行を行うことができ
ました。役員は、期待と不安の中で準備を
行いましたが、当日は天気にも恵まれ、ま
た大勢のご家族の方に参加していただき、
子供達はもちろんのこと保護者の方々に
も喜んでいただくことができました。 

 
今回の親子研修旅行のように、残り少な

い今年度の育成会活動もみんなで楽しめ
る活動にしていきたいと思います。 
 

〈青少年育成部会〉                   豊野西地区子ども育成会 
去る７月 24 日（日）恒例の海水浴を今年

度は涼しい菅平高原での魚つかみ取り・釣り
体験に切替えて実施し、大人 16 人、子供 15
人の10家族31人のバス日帰り旅行となりま
した。釣りは親が先生となり釣ってみせ、つ
かみ取りは、親の声援が飛ぶ中、子供たちは
元気よく魚を追い回し捕まえていました。手
づかみや釣った魚を自分でさばく体験も行
い、最後は竹串に刺して塩焼きでガブリッ。
バーベキュー大会でお腹を満たした後のス
イカ割り大会は、大いに盛り上がりました。 
 

〈青少年育成部会〉                    夏休み子どもカヌー教室 

 ８月 21 日（日）地域間交流の一環として、
信州新町地区「子どもカヌー教室」を開催し
ました。参加者は小学生 12 名、保護者 6 名、
住民自治協議会事務局他6名の計24名でした。 
 朝からギラギラ輝く太陽に、まさにカヌー
日和といったところでした。豊野から 1 時間
ほどで信州新町美術館に到着し、歩いて犀川
のカヌー乗り場まで行きました。しばらく待
っていると、上流から講師（篠ノ井高校犀峡
校の先生や高校生、OB）の方々がカヌーです
るすると近づいてきました。 

さあ、いよいよカヌー教室の始まりです。子ども達は救命胴衣を身につけ、続いてパドル（オ
ールのようなもの）の操作方法を習いました。 
さてお次は、と思っていると…な、なんと！ そのまま犀川に漕ぎ出すではありませんか！ 

そして上手な子ども達…「お～い。戻ってきなさ～い」と呼び戻される始末…みんな初心者だっ
たよね？ 子どもってすごい、と感心しつつ見守っていました。 
そこへ講師の先生から嬉しいお申し出が！ 大人の体験もできることになり、4 名の保護者の

方が犀川に漕ぎ出して行かれました。 
締めくくりには、子ども達にモーターボートでのクルージングのおまけがついていました。歓
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声を上げながら遠ざかっていく子ども達は、
とても気持ちがよさそうでした。 
 初めての企画でしたが、感想を聞いてみる
と、楽しかった、興味があったので体験でき
てよかったという声が多く、みなさん満足し
ていただけたようで安心しました。 
 お昼の交流会は、信州新町地区の方々と美
味しいジンギスカンをおなかいっぱい食べま
した。ジンギスカンの味付けはお店によって
違いがあるそうなので、食べ比べて自分好み
の味付けを見つけてみるのも楽しそうです。 
 午後は博物館で化石のレプリカを作成しま
した。まず、学芸員の方の説明を注意深く聞
いてから作業開始です。石膏に水を入れて混
ぜると見る見るうちに固まってしまうので、そこは時間との勝負です。子どもも大人も手際よく
型に石膏を流し入れていました。石膏は乾燥していく際に熱を発するので、あちこちで「あった
かーい」「熱ッ」という声が聞こえていました。 
 帰りのバスの中では、疲れたのかスヤスヤ眠っている子もいました。勇気を持って参加してく
れた子ども達の夏の楽しい思い出のひとつになれたなら、とても嬉しいです。     （山岸） 
 

〈豊野まちづくり研究会〉          『とよのいいとこマップ』作りの足跡 

元気印の女性たちが集まった。時は 4年前(平
成 24 年)の春。誰かが「お花見しようよ」と発
言する。「いいね！」と、話はすぐまとまる。「城
山、臥竜公園、高田、上田、飯山…どこにする？」
誰かが言った。「豊野にも桜あるよねぇ！ ゆた
かの公園、観音様、りんごの丘公園。それもい
いんじゃない？」「そういえば、地元のこと知ら
ないね。つつじ山もコブシももっと楽しんでも
いいよね！」などなどと話すうちに、「“まちづ
くり研究会”があったよね。信大の石澤先生も
来てくれていたよね。地図作りはどうかって言
われていたっけ！！」 
そんなこんなで、「お花や公園の分かる地図

があったらいいよね。…作ろうか！！」と話は
進む。「『豊野百景』製作が決まったけど、どこが 100 景なのか知らない人もいるかも。それも
地図に落とせば町外からもお客さんが来るかもね！」 
研究会のメンバーに一般募集した仲間が加わり、地域振興部会の中にマップづくりの会が位

置づけられ、部会の皆さんとマップづくりの仲間が一緒に話し合いを持ち、いよいよスタートし
たのが 3 年前(平成 25 年)の 3 月。その先にどんな困難が待っているかなど、全く考えず、作ろ
う作ろうと話は進んだ。 
マップの見本を持ち寄り、あれがいい、これがいいと話は弾むが、具体的にはなかなか難し

い。拡大コピーした町の地図を窓ガラスに貼り、そこに白紙を重ねて、手書きで地図を映して、
ベースの地図を描く。ちょっと油断すると紙がずれ、微妙に位置もずれてしまう。腕がだんだん
だるくなる。写し間違える。苦労の割には出来栄えが…う～～ん。 
困った時の部会頼み。住民自治協議会に相談したところ、トレース技術をお持ちの方、「大き

な地図のコピーを取れるよ」と言ってくださる方などと出会う。 
何を載せるかを相談する中で、「町の歴史を考えれば用水は外せない」「私的なものは了解を

得ないと」などの貴重な意見が出、少しずつ形が整ってきたのが 2 年前(平成 26 年)。「せっかく
作るのなら、中学生にも何か描いてもらえないかな？ 手書きの地図も載せたいよね」との意見
が出、学校へお願いに行き、裏表紙にイラストの地図を描いていただくことになった。 
いよいよ動き出し、助成金を申請してマップを発行すると決めたのが昨年(平成 27 年)11 月

12 日。これで、引くに引けなくなった感じがした。 
そんな中、ご指導いただいた石澤先生から、長野市の地図電子データを使って自分たちでマ

ップづくりに挑戦してみたら、とのアドバイスをいただいた。正確で見やすい地図のベースを手
に入れることができた。が、そのベースにいかにして名所旧跡を落としていくのか、何を載せる
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のか、いくらかかるのか…
などなど、マップづくりが
進むにつれ課題はさらに増
えていく。困った、はてさ
て…と思っていたところ、
27年にパソコン操作ができ
る人材に巡り会い、さらに
豊野の歴史や名所旧跡に詳
しい方のお力をお借りでき
るようになる。ここで一気
に作業は加速し、各地区の
情報を精査し、絞り込み、
アイコンを決め、フォント
を決め、位置を確認し、地
図はどんどん地図らしくな
っていく。疲労感で参って
いた面々は、またまた元気
回復する。 
地図を作るということは、

地元を見直し、歴史を学び、地域とそこに暮らす仲間を大切にすることと、みんなが気づいてい
く。大変な作業があり、力不足を感じ、人の力をお借りし、また回復しの連続で、やっとマップ
が形を整えてきた。 
石澤先生にここまでの進捗状況を見ていただいたのが今年の 8 月 9 日。先生から、「ここまで

できているとは思わなかった」とおほめの言葉をいただき、一同大安心。まだまだ検討、調整す
べきことはたくさんあるが、形がかなりはっきりしてきた。更によいものにしたいという欲も出
る。そして、近日中に試作マップが完成する見込みが付いた。 
試作マップは近々公開予定です。ご覧いただき、ご意見を下さい。たった 1 冊のマップです

が、人と人とのつながりで試作にこぎつけました。 
是非是非、ご意見をお願いします。                    【清水厚子】 

 

 

予 選 日 本 ● 49 - 65 ○ トルコ 
〃  日 本 ● 39 - 55 ○ スペイン 
〃  日 本 ● 59 - 67 ○ オランダ 
〃  日 本 ○ 76 - 45 ● カナダ 
〃  日 本 ● 55 - 68 ○ オーストラリア 
 

順位戦 日 本 ○ 65 – 52 ● イラン 
 

赤い羽根共同募金 ご協力のお願い 
 

募集期間 平成 27年 10月１日 ～ 10月 31日 
 

 ※募金は強制ではありません。ご協力頂ける範囲で皆さまのお気持ちをお寄せ  

下さい。 

 

お知らせ 

豊野地区住民自治協議会の会則を一部改訂します 

住民自治協議会が発足して９年が経過しました。この間変化に対応するため４回の会則見直しを行いまし

たが、前回の改訂から３年を経過し、会則の一部見直しが必要となりました。現在準備を進めておりますが、

最終的に臨時評議委員会の決定を経て、平成 28年度内の施行を予定しています。 

日本は ９ 位 


