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平 成 2 ５ 年 1 月 １ 日
第四地区住民自治協議会・総務部会
有限会社 長野プリントサービス

✤第四地区は 諏訪町、西後町、県町、南県町、妻科、新田町 の６町で構成されています✤

第四地区の住民の皆さま、
新年あけましておめでとうございます。
本年も第四地区住民自治協議会の活動に
ご協力をお願いいたします。



閉校式典開催

今どきは珍しい、フタのついた下駄箱
後町小学校閉校式典と音楽会が 10 月 27
とても趣きのある昇降口です。
日同小体育館で行われました。
地域の皆さんや同窓生、旧職員ら 350 人
が見守る中、33 名の子どもたちは堂々と学
習成果や歌声・演奏を発表しました。

なかでも第四地区の出身、草川 信さんの
「夕焼小焼」を編曲した難しい楽曲は、33
名全員が、それぞれのパートを完璧に演奏し、
思わず嘆声が出るほどの素晴らしい出来栄え
でした。
人数が少ないため、一人とし
て手を抜けない中、これだけの
ものを創りあげるとは・・・。
子ども達と指導された先生方
に拍手です。
これからも地域の皆でこの
子ども達をしっかりと見守っ
ていきましょう。
←写真
後町小保護者の方からの提供



記念誌「後町教育百三十七年」発行

後町小学校の閉校事業実行委員会では、この度、記念誌「後町教育百三
十七年」を発行しました。
後町小学校の歴史と特色ある学校活動などを後世に伝える内容となっ
ています。希望者には１部 3,000 円で領布しているとのことです。

去る 10 月 10 日（水）に長野国際２１
にて、高齢者の方を対象とした「第四地区
いきいき交流会」が行われました。今まで
で一番多くの皆様の参加がありました。
３回目となる、今回のいきいき交流会は、
長野中央署

生活安全第一課

五十嵐 誠

様による防犯講座から始まりました。
昼食をはさんだ後は、長野市交通安全教育講
師の樋口ひろみ様と三浦さつき様による、交通
安全についての腹話術や寸劇、そしてハンドベ
ル演奏を観賞しました。
樋口さんと三浦さんの腹話術や寸劇は、たい
へんお上手で、会場からは笑いや拍手がおきて
いました。また、お二人のハンドベル演奏にあ
わせて「星影のワルツ」を歌ったり、非常に楽

当日参加していただいた皆様のお声です。
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去る 10 月 20 日（土）に、もんぜんぷら
座 802 会議室において「地域・学校連絡懇
話会」が行われました。
今回は「後町小学校閉校に伴い、第四地区
の児童が新しい環境へ円滑に移行するため
に」をテーマに開催されました。

後町小閉校を受けて、第四地区の児童が、
新しく通うことになる学校（後町小学校、城
山小学校、鍋屋田小学校、加茂小学校、山王
小学校、西部中学校）の先生方をお招きして、
お話をうかがいました。
児童達の新しい環境への円滑な移行のた
めには、各学校と地域が協力しあうことと、
来年度以降も見守っていく必要があること
を感じました。

健康・福祉部会では、10 月 23 日に初めて
のウォーキングと健康学習会を行いました。
当日は、あいにくの雨模様でしたが、傘を
さして、地区内ウォーキングを実施。歩いて
いる最中に撮影中の加山雄三さんに会うとい
う楽しいハプニングもありました。
雨でも楽しいウォーキングとなりました。
後半は会場を移動して、健康学習会。
妻科の山口形成外科の山口博先生をお招きし
て「形成外科ってなに？」という素朴な疑問
について教えていただきました。会場は殆ど
が女性！真剣な表情で聞き入っていました。
山口先生の気さくな雰囲気とわかりやすく
て楽しいお話に、全員がひきこまれました。
山口先生ありがとうございました。

NHK の「ニュースウォッチ９」に
お天気キャスターとして出演している
井田寛子さんをお招きして、11 月 11
日（日）に長野県勤労者女性会館しなの
きにおいて第一～第五地区の合同講演会
が行われました。
「天気予報と自然災害への備え」をテ
ーマに、天気予報を活用して一人ひとり
が災害に備えてできることについてお話
をお聞きしました。
井田寛子さんを囲んで ～第一から第五地区 各地区正副会長～

第四地区内妻科のすき亭本館と洗心亭（右側写
真）が長野市景観奨励賞に選ばれました。
中心市街地に近い場所に位置しながらも、日本
の伝統的な木造建築と周囲の自然環境が調和し、
良好な景観が保たれていることが評価されまし
た。

11 月 18 日（日）に第四地区秋の遠足が行われました。今回は第四地区内を散策。各町区長が地区内
の名所や地区の由来・歴史などを説明しました。77 名という多くの方にご参加いただきました。
←（左）妻科 赤松区長
県歌「信濃の国」の作詞家
浅井洌の在住地跡を説明
県町の町田昴二（右）→
さんのフルート演奏に
合わせて信濃の国を斉唱
←（左）県町 増田区長
「どこかで春が」「ゆりかごの唄」
などの作曲家草川信の生地を説明
県町の町田さんの（右）→
フルート演奏に合わせて
代表曲「夕焼小焼」を斉唱
←（左）諏訪町 宮下育成会長
諏訪町境界線と昔の川の流れ。
諏訪町の名前の由来（亀の湯北側）
南県町 福沢区長（右）→
北八幡川・南八幡川の
思い出と西山街道
←（左）西後町 宮﨑区長
第四地区内の川の流れの歴史と
地名などの由来（塩沢ホール南側）
新田町 青木区長（右）→
西山街道（西山方面と長野
市街地を結んでいた街道）
について

平成 22 年度より、健康・福祉部会を中心
に取り組んできた「第四地区

まちづくり活

動計画」が発行になりました。
第四地区住民自治協議会では、これからの
第四地区は「人と人とのつながり」を保ち続
けることが必要であると考え、この計画を策
定しました。

平成 25 年度～29 年度の５カ年計画とな
っており、内容は福祉に限ることなく、
「まち
づくり」としました。１月中に各世帯に配布
の予定となっております。



安全・防災部会視察研修

開催日：9 月 25 日（火）
研修先：群馬県総合交通センター
小諸警察署
参 加：１７名
交通安全センターでは酔った状態の疑似
体験などをし、小諸警察署では振込め詐欺に
ついての講習を受けてきました。



総務部会視察研修

開催日：10 月 23 日（火）～24 日（水）
研修先：長浜まちづくり株式会社
（滋賀県 長浜市）
長浜のまちづくりをマネジメントする内
閣府地域活性化伝道師吉井さんから、
「黒壁」
のまちづくりの成功により、まちへの投資が
生まれ、事業が次々とまちなかで起こってい
る様子などを伺ってまいりました。

 環境部会・４地区合同視察研修
（第一、第二、第四、第五地区）
開催日：10 月 2９日（月）
研修先：上越バイオマス循環事業協同組合
上越火力発電所
参 加：３８名
生ごみや廃食油などからバイオガスやディー
ゼル燃料等を作製している様子や上越市のリサ
イクルの状況などについて、視察しました。

平成 22 年度より、教育・文化部会員
としてご協力していただいてきた、県町の
鈴木 央さんに第四地区の事務局長として
勤務していただくことになりました。
12 月より、もんぜんぷら座８階の合同事務
所内におります。第四地区事務局は２名体制
となりました。

鈴木事務局長から
一言いただきました

事務局長に就任いたしました鈴木央です。
当地区の六町は江戸・明治時代において、一
つの自治体として共に歩んできた深いつなが
りがあります。
社会情勢が大きく変化し、一つの町ではな
く、もう少し大きなくくりで対処すべき課題が
少なくない今日、第四地区という歴史に根ざし
たまとまりの役割は、大きなものがあるといえ
るでしょう。
地区として喫緊の課題もいくつかあります
が、これらを解決すべく皆様の裏方としてお役
にたてればと思っております。
何卒よろしくお願いいたします。

 妻科フェスティバル
１１月３日（土）４日（日）妻科神社にて
今年も盛大におこなわれました
日赤奉仕団の方に
よる甘酒サービス

みかん詰め放題



フルートコンサート（県町）

11 月 10 日（土）に県町の公民館活動とし
て、日本基督教団 長野 県町教会にてフルー
ト ミニ・コンサートが開かれました。
県町在住の町田昴二さんが演奏するフルー
トの美しい音色が、教会に響き渡る様子は厳か
で素晴らしいものでした。

焼きそばに並ぶ列
婦人会の皆さん
による作品
（文化祭にて）

第四地区の活動に、ご意見・ご提案がございましたら
各町の区長、または事務局までお問い合わせください。
事務局：〒380－0835
長野市新田町１４８５－１もんぜんぷら座８階 合同事務所
第四地区住民自治協議会
☎２６２－１３６５（ＦＡＸ兼）
（株）電算さま広告

うるおい館さま広告

長野ホテル犀北館さま広告

長野プリントサービスさま広告

