信州新町地区住民自治協議会だより
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信州新町地区公共施設を考える市民ワークショップの
信州新町地区公共施設を考える市民ワークショップの全行程が終了しました
全行程が終了しました
信州新町地区にある 47 の公共施設について人口減少
の公共施設について人口減少、
人口減少、少子高
齢化や施設の
齢化や施設の老朽化に
や施設の老朽化に伴
老朽化に伴いいかに
いかに有効利用していくことが望ま
有効利用していくことが望ま
しいかを目的にワークショップにおいて検討していただきまし
た。
応募された皆様のご協力のもと、約 40 名の参加者が５つの
名の参加者が５つの
グループに分かれ、
グループに分かれ、平成 29 年 11 月 12 日(日)から平成
から平成 30 年１
月 13 日（土）まで４
日（土）まで４回にわたり開催してきました。
第１回目はオリエンテーション「
第１回目はオリエンテーション「使ったことのある公共施
設を書き出そう
設を書き出そう」
出そう」から始まり、第２回目
から始まり、第２回目は「信州新町の将
信州新町の将来、
こんな地区を作りたい、したいこと」
、第３回目
こんな地区を作りたい、したいこと」
、第３回目は「地区の公
は「地区の公
共施設の集約化・複合化を考える」
、最終回の第４回目
共施設の集約化・複合化を考える」
、最終回の第４回目は「信
州新町の公共施設の将来像をまとめよう」
州新町の公共施設の将来像をまとめよう」を検討して頂きま
した。
これらまとめたもの
これらまとめたものを
広報ながの３月号」と一緒に全戸
まとめたものを「広報ながの３月号」
ながの３月号」と一緒に全戸
配布いた
配布いたしますのでご覧になっていただきたいと思います。
いたしますのでご覧になっていただきたいと思います。
最後に、ワークショップのメンバーの皆様本当にご苦労様でした。

ワークショップに参加された皆さん

ワークショップの様子

各部会の活動状況など

環境・地域振興部会

■第２回資源古着回収の結果 11 月 26 日（日）

ご協力頂きありがとうございました。
ご協力頂きありがとうございました。
～今回の回収量は下記のとおりでした。～
○新聞紙 14,320 ㎏ ○雑 誌 7,470 ㎏ ○段ボール 4,260 ㎏ ○牛乳パック 110 ㎏ ○古着 1,720 ㎏

教育・文化部会

■人権を考える地域懇談会を開催
■人権を考える地域懇談会を開催

昨年 10 月から各地域公民館ごとに計画され
月から各地域公民館ごとに計画され、
され、DVD を視聴した後、人権教育
指導員の
指導員の笠原指導員
員の笠原指導員、瀧澤指導員と懇
笠原指導員、瀧澤指導員と懇談会が行われました。懇談会では、
、瀧澤指導員と懇談会が行われました。懇談会では、DVD
談会が行われました。懇談会では、DVD
の感想や現在身近で起きている人権問題などについて講話をしていただきました。
の感想や現在身近で起きている人権問題などについて講話をしていただきました。

信州新町地区への
信州新町地区への定住に向けて
への定住に向けて

地域おこし協力隊 浅野知延

振り返る 地域おこし協力隊
長野市地域おこし協力隊となり任期満了の「３年間の終わりの日」が間近となって
きました。
任期満了後につきましては三本柱を軸に自分らしく引き続き信級で暮らし続ける為、
任期満了後につきましては三本柱を軸に自分らしく引き続き信級で暮らし続ける為、
生活の柱をしっかりと固めなければなりません。
１ 農業
これまでと大きな変化はなく
これまでと大きな変化はなく、
なく、米づくりを中心に耕作していく
づくりを中心に耕作していく考えです。
を中心に耕作していく考えです。
今後広が
今後広がりが考えられる
広がりが考えられる遊
りが考えられる遊休農地を積極的に借り受け、
休農地を積極的に借り受け、農家として引き続き取り組
農家として引き続き取り組
んでいく考えです。またコンバインの導入など機械化も進めこの冬に
んでいく考えです。またコンバインの導入など機械化も進めこの冬に計画
進めこの冬に計画を固めていきます
計画を固めていきます。
を固めていきます。
２ 炭を土台にした盆栽「炭盆」の販売と炭焼き技術継承
信級で炭焼きをしている関口近夫さんの作る炭を
信級で炭焼きをしている関口近夫さんの作る炭を使用し
関口近夫さんの作る炭を使用し、加工を施した「炭盆」の販売と販路拡大を
使用し、加工を施した「炭盆」の販売と販路拡大を引き続
、加工を施した「炭盆」の販売と販路拡大を引き続
き行い１ヶ月
行い１ヶ月 1 回の出展と営業に取り組むと同時に炭焼き技術の勉強
回の出展と営業に取り組むと同時に炭焼き技術の勉強に努めたい考えです
勉強に努めたい考えです。
に努めたい考えです。
３ 地域資源活用 犀川を利用したアウトドア事業(
犀川を利用したアウトドア事業(カヌー)
カヌー)への取り組み
地域の皆様はじめ信州新町観光
地域の皆様はじめ信州新町観光協会、住民自治協議会、信州新町支所などの
め信州新町観光協会、住民自治協議会、信州新町支所などのご
協会、住民自治協議会、信州新町支所などのご協力を頂き活動が少しずつ動き
協力を頂き活動が少しずつ動き
始めました。信州
始めました。信州新町の地域資源を活かし、
信州新町の地域資源を活かし、この春より
新町の地域資源を活かし、この春より一般の方々を対象としたカヌー体験会の実施など活動を
この春より一般の方々を対象としたカヌー体験会の実施など活動を
行なっていきます。
地域おこし協力隊の任期満了の５月末まであとわずかとなりました。
任期満了後につきましても変わらずご指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。

「カヌー体験会」の様子
「炭盆」販売の様子

あなたの愛車の総合コンサルタント

ニュース＆お知らせ

●●●●「「「「
がががが
オレンジカフェ しんまち」」」」
信州新町福祉センターにオープン
物忘れが気気気気になる方方方方やややや生活習慣
にににに不安をををを抱抱抱抱える方方方方、、、、そのご家族まままま
たは、、、、住民のののの方方方方など認知症にににに関関関関すすすす
るるるる情報、、、、専門職にににに相談する場場場場所所所所とととと
して気軽にににに集集集集える場所です。。。。
おおおお茶茶茶茶やややや交流をををを楽楽楽楽しみながら一息
しましょう。。。。
スタッフ一同おおおお待待待待ちしています。。。。
開催日 ３３３３月月月月 日
日日日（（（（金金金金））））
４４４４月月月月 日
日日日（（（（金金金金））））
５５５５月月月月 日
日日日（（（（金金金金））））
時時時時 間間間間
時
時時時から 時
時時時
会会会会 場場場場 信州新町福祉センター
第第第第３３３３会議室
おおおお問問問問いいいい合合合合せせせせ先先先先
信州新町地区社会福祉協議会
電話二六二‐‐‐‐四七九二
地域包括支援センター新町病院
電話二九一――――二三〇五
信州新町福祉センター
電話二六二――――三二一一

●●●●
久
保
田
千
裕
ピ
ア
ノ
コンサート
開催のお知知知知らせ
日日日日 時時時時 平成 年
年年年４４４４月月月月 日
日日日（（（（日日日日））））
午後１１１１時開演
（（（（午後 時
時時時 分開場））））
場場場場 所所所所 長野市信州新町公民館
３３３３階階階階ホール
料料料料 金金金金 一般２２２２，，，，０００円円円円
当日２２２２，，，，２００円円円円
中中中中・・・・高校生５００円円円円
小学生以下無料
おおおお問問問問いいいい合合合合せせせせ先先先先
電話二六二――――三七二二
（（（（竹竹竹竹内内内内））））
主主主主 催催催催 音楽芸術芸能愛好会
コン・ブリオ信州新町
共共共共 催催催催 信州新町公民館
後後後後 援援援援 信州新町文化協会
信州新町地区住民自治
協議会
信州新町地区社会福祉
協議会
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))))

大勢のののの皆皆皆皆さんのご来場をお待待待待ちちちち
しています。。。。

((((

★参加費 100 円
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お菓子
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●●●●
参
加
者
募
集のおしらせ
長者山林業体験交流会
４４４４月月月月 日
日日日（（（（日日日日・・・・祝祝祝祝））））にににに「「「「長者山
林業体験・ジンギスカン交流会会会会」」」」
がががが開催さささされます。。。。
おおおお昼昼昼昼にはジンギスカンやジビエ
のバーベキュー、、、、採採採採れたての山菜
をををを使使使使った天天天天ぷら等等等等でででで山山山山のめぐみを
味味味味わいながらの交流会もももも予定して
います。。。。また、
「きのこの原木づく
りと駒打ちちちち」」」」のののの体験もあり、、、、駒打
ちした原木はははは持持持持ちちちち帰帰帰帰ることができ
ます。。。。
参加申込期限 ４４４４月月月月 日
日日日（（（（金金金金））））
参加費 一般１１１１，，，，５００円円円円
中学生以下無料
おおおお問問問問いいいい合合合合せせせせ先先先先 市信州新町支所
市民担当 電話二六二――――二二〇二
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●●●●平成 年度日赤活動資金にににに
ごごごご協力頂頂頂頂きききき有難ううううございました
日赤活動資金募集結果
総額
８３７，，，，３５１円円円円
内訳 新規・・・・継続支援者
１１１１，，，，３０５名名名名
７９８，，，，００１円円円円
その他他他他のののの支援者
１３５名名名名
３９，，，，３５０円円円円
皆皆皆皆さんからお寄寄寄寄せいただいた日赤
活動資金はははは、、、、災害時のののの救援救護活
動動動動のほか、、、、地区でででで実施する日常でででで
役立つつつつ赤十字講習会（（（（救急法・・・・家家家家
庭看護等））））やややや赤十字奉仕団のののの育成、、、、
にこにこ赤十字健康教室にににに使使使使われ
ています。。。。

29

～平成 30 年度住自協カレンダーの販売について～
『住自協カレンダー』を広報ながの４月号と併せて全戸配布します。
信州新町の自然が満載している「地域のカレンダー」です。全戸配布とは別に１冊 350 円で販売します。
ご希望の方は住自協事務局 電話 262262-4792 までお申込みください。

ＮＰＯ法人
(特定非営利活動法人)

ふるさと

長野市信州新町新町３１－２

冠婚葬祭
各種イベント
各種イベント
宅配弁当
ｅｔｃ．
．
．
ｅｔｃ．
ご相談ください
相談ください

３月・４月の
・４月の予定
３月のイベント
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郷土史講座
卒業式
よってけ家・スマイルボウリング
男性料理教室
第３回資源・古着回収
いきいきふるさと塾⑪
乳幼児健診
子育て食堂
中学校卒業式
オレンジ・カフェ
小学校卒業式
ワークショップ
よってけ家・介護予防体操②
健康・食生活相談
介護予防学習会・転倒予防教室⑧
終業式
恐⻯ビデオ上映会
卒園式

信州新町公⺠館
篠ノ井高等学校犀峡校
福祉センター
福祉センター
８時までに各集積所へ
信州新町公⺠館
⻑野市信州新町⽀所
信州新町公⺠館
信州新町中学校
福祉センター
信州新町小学校
信州新町博物館
福祉センター
信州新町公⺠館
福祉センター
篠ノ井高等学校犀峡校
信州新町博物館
信州新町保育園

入園式
小学校入学式・始業式（AM）
中学校入学式・始業式（PM）
ろうかく梅園花まつり
ゲートボール・春季大会
サンデーリサイクル
企画展「信州新町周辺のクジラ化石」
化石消しゴムを作ってみよう
久保田千裕ピアノコンサート
恐⻯ビデオ上映会
⻑者⼭林業体験交流会

信州新町保育園
信州新町小学校
信州新町中学校
ろうかく梅園

〜8 日まで
〜6/18 日まで

⻑野市信州新町⽀所駐⾞場
信州新町博物館
信州新町公⺠館
信州新町博物館

信州新町美術館・化石博物館情報紹介コーナー
３月からの展覧会・講演会について
（１）第
（１）第１展示室では２月 24 日（土）から
日（土）から３月
から３月 18 日（日）まで「シンビズム 20 人の作家たち」展を開催し
人の作家たち」展を開催し
ています。
この展覧会は長野県文化振興事業団と長野県の主催で県内の学芸員共同企画によって開かれ、当館で
この展覧会は長野県文化振興事業団と長野県の主催で県内の学芸員共同企画によって開かれ、当館で
は北信地区作家５名の作品が展示されています。それぞれの作家の銅版画、スクリーンプリント、絵画
は北信地区作家５名の作品が展示されています。それぞれの作家の銅版画、スクリーンプリント、絵画、
絵画、
ステンドグラスなど多彩な表現で展開されます。
（２）第
（２）第２展示室では３月 10 日（土）から「山を眺めるⅡ」を開催します。先の山の絵の続編として栗原
日（土）から「山を眺めるⅡ」を開催します。先の山の絵の続編として栗原
き

し

お

信の信州新町から望む山や小泉癸巳男
信の信州新町から望む山や小泉癸巳男の富士など約 35 点を展示します。
かなえ

（３）第３展示室では３月 10 日（土）から「山本 鼎 青春の絵はがき展」が開催されます。版画家・洋画
青春の絵はがき展」が開催されます。版画家・洋画家
洋画家
そして美術教育に足跡を残した山本鼎が家族や仲間たちとのやり取りをしたユーモラスな絵はがきが
そして美術教育に足跡を残した山本鼎が家族や仲間たちとのやり取りをしたユーモラスな絵はがきが
展示されます。
（４）文化講演会のお知らせ
日時：３月 10 日（土）午後１時 30 分から
場所：化石博物館
場所：化石博物館地下教室
：化石博物館地下教室
演題：
「刀鍛冶が語るやさしい日本刀のお話」
講師：宮入小左衛門行平先生 （刀匠・坂城町在住）
（刀匠・坂城町在住）
申し込み：℡２６２－３５００
定員：30
込み：℡２６２－３５００
定員：30 名（先着順）
この機会に是非、信州新町美術館に足をお運びいただき、多彩な作品に接したり刀のお話を聞いたり
してほしいと願っています。
してほしいと願っています。
信州新町美術館

