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成人の誓いをされました
成人の誓いをされました
８月 14 日（木）公民館３
日（木）公民館３階ホールにて、平成 26 年度成人式が挙
行されました。本年は平成５
行されました。本年は平成５年４月２日から平成６
日から平成６年４月 1 日まで
に生まれた 44 人が対象で、その内 30 名が出席しました。
武田公民館長の式辞に続き、新成人の皆さん
武田公民館長の式辞に続き、新成人の皆さんに住自協
新成人の皆さんに住自協の
に住自協の西澤教育
文化部会長から「写真用フレーム」
文化部会長から「写真用フレーム」を贈呈いたしました。その後
「写真用フレーム」を贈呈いたしました。その後、
を贈呈いたしました。その後、
柳澤住自協会長の祝辞などがあり、成人者を代表して
柳澤住自協会長の祝辞などがあり、成人者を代表して清水大路
住自協会長の祝辞などがあり、成人者を代表して清水大路さん
清水大路さん
から「大勢の人に支えられて成人したことに感謝し、地域に貢献し
から「大勢の人に支えられて成人したことに感謝し、地域に貢献し
たい」と新成人の誓いの言葉
たい」と新成人の誓いの言葉がありました。
」と新成人の誓いの言葉がありました。
新成人の皆さんはカラフルな浴衣姿や、夏らしい服装で参加され、
懐かしい同級生と再会を喜び合っていました。

第 62 回ろうかく湖とうろう流しと花火大会
ろうかく湖とうろう流しと花火大会
８月 15 日（金）夜、恒例の「とうろう流しと花火大会」が、ろうか
日（金）夜、恒例の「とうろう流しと花火大会」が、ろうか
く湖畔で開催されました。
とうろうの会や小・
とうろうの会や小・中学生が製作した、とうろう約
中学生が製作した、とうろう約 1,000 個と企業
個と企業
や個人の寄付により打ち上げられた 4,000 発の花火の
発の花火の饗宴で、
花火の饗宴で、雨模様
饗宴で、雨模様
の中、約
の中、約３万人の観客は、水面に目を凝らし、夜空を見上げて歓声を
万人の観客は、水面に目を凝らし、夜空を見上げて歓声を
上げていました。
また、本年も福島県内から夏休み期間、長野市に
また、本年も福島県内から夏休み期間、長野市に避難されている子
夏休み期間、長野市に避難されている子
供を含む家族の皆さんをご招待し、一夜を楽しんでいただきました。

各部会の活動
各部会の活動内容
活動内容など
内容など
安全・安心部会
安全・安心部会
■【予告】 ９月７日（日）総合防災訓練
９月７日（日）総合防災訓練 が行われます。
信州新町地区自主防災会
信州新町地区自主防災会連絡協議会の主催により、
行政機関、消防団、日赤奉仕団などの関係団体が連携
し、区自主防災会が主体となり、避難誘導や情報伝達
訓練などを行います。訓練の詳細については、区自主
防災会を通じてお知らせしますので、
防災会を通じてお知らせしますので、皆様のご協力を
お願いいたします。

健康部会

■ 健康づくり講演会開催

７月 24 日（木）に
日（木）に長野
市信州新町支所２
２階にお
市信州新町支所
いて、
「身近ながんについ
て」～がんから身を守る
ために～と題した講演を
厚生連新町病院診療部長
川手裕義先生からいただ
きました。
福祉部会
■希望の旅 ７月 23 日（水）
がんを防ぐには検診による「早期発見」や食事に気
を付けることなどが大切であるということでした。
諏訪湖で遊覧船「竜宮丸」に乗り、原田泰治美術館
当日は約 150 名が聴講し熱心に耳を傾けていました。
名が聴講し熱心に耳を傾けていました。
を見学して来ました
を見学して来ました。ゆったり
来ました。ゆったりとした時間の中で、楽
。ゆったりとした時間の中で、楽
魚つかみ大会開催
会開催
しく過ごしてきました
しく過ごしてきました。たくさんの方に協力して
てきました。たくさんの方に協力していた
。たくさんの方に協力していた
教育・文化部会 ■ 魚つかみ大
だき、ありがとうございました。
だき、ありがとうございました。
７月 21 日（海の日）に
太田川河川公園で青少年
太田川河川公園で青少年
育成連絡協議会と共催で
育成連絡協議会と共催で
地区内の保育園児、小
地区内の保育園児、小・
保育園児、小・
中学生を対象に 93 名の
子供たちが魚つかみ
子供たちが魚つかみと川
魚つかみと川
遊びを体験しました
遊びを体験しました。
体験しました。

環境地域振興部会 ■ アレチウリ駆除研修会開催が行われました。
アレチウリ駆除研修会開催が行われました。（中部区）
行われました。（中部区）７月１９日（土）
（中部区）７月１９日（土）
部会
アレチウリ駆除研修会は、
、今年度から各区を持ち回りで実施することになりまし
アレチウリ駆除研修会は
た。今年度は
た。今年度は、
今年度は、津和地区の中部区
津和地区の中部区で各区の社会部長
中部区で各区の社会部長さん
で各区の社会部長さん、中部区の皆
さん、中部区の皆さん
、中部区の皆さんにご参加
さんにご参加
いただき実施しました。
県の出前講座を活用し、津和コミニティーセンターで長野県水大気環境課より講
県の出前講座を活用し、津和コミニティーセンターで長野県水大気環境課より講
師をお招きし講義を受けた後、アレチウリの根の抜き取りを実際に行いました
師をお招きし講義を受けた後、アレチウリの根の抜き取りを実際に行いました。
講義を受けた後、アレチウリの根の抜き取りを実際に行いました。
地域の草刈りの時
地域の草刈りの時などを活用し、
などを活用し、区長さんや社会部長さん
区長さんや社会部長さんを中心に地域に繁茂す
さんを中心に地域に繁茂す
るアレチウリ駆除にご協力
るアレチウリ駆除にご協力いただきますようお願い致します
ご協力いただきますようお願い致します。
いただきますようお願い致します。

犀川とカヌ—魅力発見プロジェクト（カヌー教室）が開催されました。
犀川とカヌ—魅力発見プロジェクト（カヌー教室）が開催されました。
長野市の「
長野市の「地域やる気支援事業」
地域やる気支援事業」の一環で実施している「
の一環で実施している「犀川とカヌー魅
力発見プロジェクト(
力発見プロジェクト(カヌー教室)
カヌー教室)」は 13 人の小学生が参加し、信州新町カヌ
人の小学生が参加し、信州新町カヌ
ークラブと犀峡校カヌー部の皆さんの指導の下で順調に進んでい
ークラブと犀峡校カヌー部の皆さんの指導の下で順調に進んでいます。
犀峡校プールでの３
犀峡校プールでの３回の講習の後、練習場所を犀川に移し、８
回の講習の後、練習場所を犀川に移し、８月 30 日の最
終回に行うミニツーリングに向けた練習を行っています。当初はまっすぐ進
むこともままならず悪戦苦闘していた子ども達ですが、今ではすっかり慣れ
むこともままならず悪戦苦闘していた子ども達ですが、今ではすっかり慣れ
たパドルさばきで川の流れや周囲の景色を楽しむ余裕も出てきたようです。
今回をきっかけに郷土の自然や地域の特色あるスポーツであるカヌーに愛着を持っていただけれ
今回をきっかけに郷土の自然や地域の特色あるスポーツであるカヌーに愛着を持っていただければと思います。

支所発地域力向上支援金事業の対象事業が決定しました。
地域の活性化や課題解決に向けた「地域力」の向上を図るために、地域内で活動している団体に対して市が
地域の活性化や課題解決に向けた「地域力」の向上を図るために、地域内で活動している団体に対して市が
補助金を交付する、
「支所発地域力向上支援金事業」を６月１日から末
「支所発地域力向上支援金事業」を６月１日から末日までの
までの１か月間募集したところ、５団
１か月間募集したところ、５団
体から応募があり、選考委員会により審査した結果、以下の団体の事業が採択されました。

団 体 名

事 業 名

事 業 概 要

１

津和の里マレット
ゴルフクラブ愛好会

乗用芝刈機購入事業

津和の里マレットゴルフ場整備のため、乗用芝刈
機を新たに購入する。

２

越道地域資源再発見
事業実施委員会

展望台駐車場整備・
アクセス看板設置等
事業

越道地域に観光やウォーキングなどで訪れた人
の便宜を図るため、駐車場の整備、案内看板の設
置及び陶芸教室等を開催する。

３

牧野島城址保存会

刈払機購入事業

牧野島城址公園の維持管理のため、刈払機等を購
入する。

４

５

新町登高会

信州新町謡曲連合会

中山間地域「観光ガ 地域の里山の登山ガイドや観光ガイドとしての
イド」「里山ガイド」 人材を育成するため、技術習得や観光ガイドのた
育成事業
めの講習及び地域の登山道の整備を行う。

子ども能楽教室事業

後継者育成と、地域の伝統文化継承を目的とし
て、小中学生を対象とした能楽教室を毎月開催
し、伝統ある謡曲の後継者を育てる。
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よってけ家・頭の体操
JIDA デザインミュージアム・フェスティバル 2014
〜７日（日）まで
総合防災訓練・地区防災訓練
健康・食生活相談
郷土史学級（５）
男性料理教室
桜田義文ギャラリートーク
塙幸次郎・⾃然釉焼締陶芸展
〜10 月 13 日（月）まで
よってけ家・秋の音楽会
介護予防学習会
肺がん・結核検診
〜19 日（⾦）まで
サンデーリサイクル
秋の交通安全運動
〜３０日（火）まで
音楽キャラバン 芸術の秋ミニコンサート
秋季ゲートボール大会
愛郷祭
〜28 日まで
町⺠ゴルフ大会
よってけ家・手芸②
いきいきふるさと塾（５）
乳幼児健診
JIDA 常設展
〜2/27 まで

福祉センター
ミュゼ蔵

郷土史学級（６）
男性料理教室
⼼配ごと相談・⾏政相談
市川大⼀郎メルヘン・パステル画展
消火器斡旋
レプリカ教室
よってけ家・市政出前講座「ニュースポーツ」
介護予防学習会
JA ゲートボール大会
チャレンジ教室（３）
化石のクリーニングに挑戦
サンデーリサイクル
健康・食生活相談、⻭と⼝の健康相談
いきいきふるさと塾（６）地域探訪
胃がん検診
信州新町小学校音楽会
第２回資源・古着回収
森の家感謝祭
よってけ家・ささら体操
戦没者追悼式

信州新町公⺠館３階
福祉センター
福祉センター
信州新町美術館
市⽀所駐⾞場
信州新町博物館

〜2/15 まで

信州新町公⺠館３階
信州新町公⺠館３階
福祉センター
信州新町美術館
福祉センター
各地区検診⾞で巡回
市⽀所駐⾞場
―
信州新町美術館
信州新町市⺠グラウンド
信州新町中学校
南⻑野ゴルフクラブ
福祉センター
信州新町公⺠館
福祉センター
ミュゼ蔵

福祉センター

〜２４日(⾦)まで

信州新町市⺠グラウンド
信州新町公⺠館
信州新町博物館
信州新町中学校
信州新町公⺠館３階
信州新町公⺠館
市⽀所１階町⺠ホール
信州新町小学校
８時までに集積所へ
萩野
福祉センター
水防会館

元気に、さわやかに、信州新町の暮らし⽀えます。

http://www.sagirisou.com/
２６４－２１０３

電話 262-2300(代) FAX 262-3421

ジャンボタクシー・各種バスのご用命は
ひじり観光タクシー(株)２６２－２３５３
広告主募集

ニュース＆お知らせ

２７

----

年度ポンプ操法大会

●●●●消火器のののの斡旋について
●●●●愛郷ピアノお披露目コンサート
住自協では、、、、各地区から要望がががが
７７７７月月月月 日
、、、、地域住民のののの皆様
あった消火器のののの新規購入及びびびび回収
日日日（（（（日日日日））））
をををを次次次次のとおり実施します。。。。
のののの篤篤篤篤いいいい思思思思いにより実現した「「「「愛郷
希望される方方方方はははは 月
月月月２２２２日日日日（（（（木木木木）））） ピアノ」」」」がががが、、、、市市市市へへへへ寄贈され、、、、その
までに住自協（（（（２６２ ４７９２）））） 初初初初めての演奏会にににに寄付者者者者約約約約二百人人人人
がががが集集集集まり、、、、おおおお披露目コンサート「「「「関関関関
までご予約下さい。。。。
月
期日
月月月 日
日日日（（（（土土土土））））
野直樹ピアノリサイタル」」」」として、、、、
時
時間
時時時～～～～ 時
時時時
信州新町公公公公民民民民
館館館館でででで開催さささされま
場所 信州新町支所駐車場
ししししたたたた。。。。
消火器種類（（（（税込価格））））
粉末消火器十型 六千円
当日はははは、、、、来来来来
〃〃〃〃
六型 五千五百円
場者のののの皆皆皆皆さんがががが
〃〃〃〃
ググググラララランンンンドピアアアアノノノノ
四型 五千円
引引引引きききき取取取取りりりり 千二百円
のののの美美美美しい音色とととと
演奏にににに聞聞聞聞きききき入入入入っっっっ
ていました。。。。
●●●●平成

13

●●●●夏夏夏夏のののの交通安全やまびこ運動
７７７７月月月月 日
日日日（（（（水水水水））））
県下一斉のののの交通
安全運動にににに併併併併せて、、、、
安協信州新町支部
による街頭指導がががが
奈津女橋交差点でででで
行行行行われました。。。。

●●●●第第第第１１１１回資源回収・・・・古着回収
６６６６月月月月８８８８日日日日（（（（日日日日））））

●●●●特別夜間パトロール
８８８８月月月月６６６６日日日日とととと８８８８日日日日にににに新町交番、、、、防防防防
犯協会、、、、民生児童委
員員員員、、、、青少年育成連絡
協議会、、、、少年警察ボボボボ
ランティア合同でででで行行行行
われました。。。。

23

今回の回収量は下記のとおりです。
ご協力ありがとうございました。
○新聞紙 14,410
9,390 ㎏
14,410 ㎏ ○雑誌
○雑誌
○段ボール 4,580 ㎏ ○牛乳パック
○牛乳パック 140 ㎏
○古着
2,400 ㎏
○古着

26

長 野 市 消 防 団 ポ ン プ 操法 大 会
がががが、、、、６６６６月月月月 日
日日日 日日日日( 篠篠篠篠)ノノノノ井東福寺のののの
県消防学校でででで開催され、、、、小型ポン
ププププ操法のののの部部部部にににに信州新町第５５５５分団がががが
出場しました。。。。この大会でででで好成績
をををを挙挙挙挙げげげげ、、、、７７７７月月月月 日
日日日（（（（日日日日））））小川中学
校校校校 グ ラ ウ ン
ド で 開 催 ささささ
れた長野消
防協会ポン
ププププ 操 法 大 会
進出しししし、、、、練習
のののの 成 果 をををを 披披披披
露露露露しました。。。。
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●●●●宮坂流津山銭太鼓
長野連合発表会会会会
８８８８月月月月９９９９日日日日（（（（土土土土））））
、、、、宮坂流津山銭太
鼓保存会のののの皆皆皆皆さんをお迎迎迎迎えし、、、、信信信信
州新町公民館でででで、、、、長野連合発表会
がががが開催されました。。。。 長野連合のののの皆皆皆皆
さんがががが、、、、日頃のののの練習をををを重重重重ねた成果
をををを披露された後後後後、、、、津山銭太鼓保存
会会会会のののの皆皆皆皆さんににににより、、、、全国一となっ
たたたた銭太鼓のののの技技技技とととと
超 一 流 のののの 舞 踊
にににに、、、、会場をををを訪訪訪訪れれれれ
たたたた 約約約約 名名名名 のののの 観観観観
客客客客からは拍手とととと
大歓声があがっ
ていました。。。。
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参加者募集のお知らせ
第 41 回 新町登高会 「さわやか登山」10
「さわやか登山」10 月５日（日
月５日（日）
恒例のさわやか登山を、紅葉が美しい 10 月初旬に計画しました。
場所は北アルプス白馬周辺を予定しています。
参加を希望される方は、９月 18 日（木）までに事務局までご連絡ください。
新町登高会 事務局 関口 ℡ 090090-93539353-0391 Email smcnagano@yahoo.co.jp

７月４日に配布したマリーゴールドの花の苗が尾
崎地区の有志のみなさんによって尾崎の県道沿いの
急カーブに植えられ、見事に咲いています。
近くを通った際は車のスピードを少しダウンして
ご覧ください。
（くれぐれも安全運転で）

