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新年の御挨拶
新年あけましておめでとうございます。
皆様にはお健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げますとともに、
日頃から
日頃から住民自治協議会活動に対し、
から住民自治協議会活動に対し、ご
住民自治協議会活動に対し、ご理解・ご協力を賜り
理解・ご協力を賜り衷
賜り衷心から感謝
申し上げます。
さて、昨年は自然の威力と恐しさをまざまざ
さて、昨年は自然の威力と恐しさをまざまざと
まざまざと見せられた年ではなかっ
見せられた年ではなかっ
たかと思います。特に県内各地で土石流・大噴火・地震と大きな災害が発
生しており、各地に甚大な被害をもたらしており被災された皆様に心から
お見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
お見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
住民自治協議会も年頭の事業計画におりこみました、成人式、戦没者追
悼式、スポーツ健康まつり、緑化推進花いっぱい運動、等々共催団体の協
柳澤会長
力を戴き各種事業を進めて参り
力を戴き各種事業を進めて参りました。
参りました。
なお、今年はご承知のとおり 12 年に一度の「未年」であります。当信州新町は、半世紀以上「めん
年に一度の「未年」であります。当信州新町は、半世紀以上「めん羊」と
めん羊」と
共に今日に至っております。羊とのかかわりのある未年に、
今日に至っております。羊とのかかわりのある未年に、このチャンスを町おこしに地域活性化、
このチャンスを町おこしに地域活性化、観光面に
と発信する年
と発信する年ではないでしょうか。住民自治協議会も地域の活性化に貢献できればと考えております。
住民自治協議会も設立以来５年目に入り住民の皆様に
住民自治協議会も設立以来５年目に入り住民の皆様に、
立以来５年目に入り住民の皆様に、ご理解とご協力を戴き皆様が安心して生活ができる
地域を目指して活動を進めてまいりますので、
地域を目指して活動を進めてまいりますので、変わらぬご支援のほどを
変わらぬご支援のほどをお願い申し上げます。
本年は未年にちなんで、皆様にとりまして最高の年になりますようご祈念申し上げ年頭のごあいさつといた
します。

活き生き信州新町みんなでトークを開催
11 月 17 日（月）午後 水防会館において、平成 26 年度「活き生き
信州新町みんなでトーク」を加藤市長出席のもと、約 80 人が出席し開
催されました。
今回は「テーマに沿ったトーク」と「自由討議」が行われ、
（１）
「遊
休農地及び荒廃地について」
（２）区や組の組織編成及び役員問題につ
いて（３）高齢者見守りネットワークの 3 つのテーマについて、それぞ
のテーマについて、それぞ
れ様々な意見・要望が交わされました。
テーマに係る主な意見・要望としては、○農地を守るための話し合いの場の設置 ○エゴマの栽培の提案
○組織編成については住自協での検討 ○介護保険の要支援者への施策の継続などが出されました。自由討議
では、○美術館の存続要望 ○小規模水道への支援 ○博物館収蔵庫の公開 ○若者定住対策などについて意
○若者定住対策などについて意
見・要望があり、市からは担当部局で検討・回答するとの話がありました。

各部会の活動
各部会の活動内容
活動内容など
内容など
教育・文化部会

■差別をなくす住民集会開催
差別をなくす住民集会開催

12 月６日（土）午後、
日（土）午後、平成 26 年度差別をなくす住民集会が開催され、約
年度差別をなくす住民集会が開催され、約
70 人が出席されました。
今回は小・中・高校生の意見発表と障害者の出前ミーティングを中心に行
われました。
小学校６
小学校６年の竹村雪菜さんからは「小林フィデアさんのお話を聞いて感じ
たこと」
、中学校３
、中学校３年唐木田実優さんからは「普段の生活で大切なこと」犀
峡校２
峡校２年の牛澤恵理さんからは「差別をなくすために」と題し、それぞれ意見発表がありました。
年の牛澤恵理さんからは「差別をなくすために」と題し、それぞれ意見発表がありました。
障害者の立場からの講演では肢体不自由の竹村孝さんから「改めて思うこと」
、耳の不自由な宮崎進さんから
障害者の立場からの講演では肢体不自由の竹村孝さんから「改めて思うこと」
は「難聴って何？～聴こえにくい方への支援方法～」と題した講演がありました。
「難聴って何？～聴こえにくい方への支援方法～」と題した講演がありました。
今後も人権問題の解決に向けて主体的に行動できるよう取り組んでいきましょう。

福祉部会

■戦没者追悼式10
（金）
■戦没者追悼式 10 月 31 日

柳澤住自協会長の式辞の後、全員で黙とうし、下条長野市遺族
柳澤住自協会長の式辞の後、全員で黙とうし、下条長野市遺族会
住自協会長の式辞の後、全員で黙とうし、下条長野市遺族会副会長と小池信州
新町地区遺族会長が追悼の言葉を捧げました。最後に代表者献花、追悼の誠を手向
けました。
けました。

安全・安心部会

■消防団員募集

東日本大震災をはじめ、本年は広島や南木曽町の土砂災害、御嶽山の噴
火災害、長野県北部の神城断層地震など、災害における消防団員の献身的な
活躍は、地域住民の信頼を得ています。消防団員は、自分の職業を持ちなが
ら「自分たちの地域は自分で守る」という郷土愛護の精神に基づき、地域防
災活動のリーダーとして活躍すると共に、幅広いコミュニティー活動を通し
災活動のリーダーとして活躍すると共に、幅広いコミュニティー活動を通し
て、地域振興の維持増進にも役割を果たしています。しかし、信州新町では団員不足が深刻になっています。身
分は非常勤特別職の公務員となり、火災などで出勤した場合は手当が支給され、５年以上消防団活動を行って退
団した場合には退職報奨金が支給されます。また、消防団活動を通じて地域で多くの仲間と知り合うことができ
ます。入団できるかたは、18
ます。入団できるかたは、18 歳以上で長野市内に居住又は勤務している方で消防団活動の出来る方です。男女を
問いません。消防団に関心のある方は、お近くの団員までお問い合わせください。

久米路第２河川トンネル竣工
流域住民が熱望した“安全・安心な暮らしの確保”に大きな期待が寄せられる、久米路第２河川トンネルの
工事が約３年８か月をかけ完成し平成 26 年 10 月に無事に竣工を迎えました。
延長：176.5
延長：176.5ｍ、内空面積：
12ｍ、幅 15ｍ）の大きさは水路トンネルとしては国内最大級。
15ｍ）の大きさは水路トンネルとしては国内最大級。
176.5ｍ、内空面積：150
ｍ、内空面積：150 ㎡（高さ 12ｍ、幅
また、竣工を記念して
「竣
また、竣工を記念してトンネル断面を
竣工を記念してトンネル断面を 80％に縮小
80％に縮小を
％に縮小をし、かたどった
かたどった久米路河川公園
った久米路河川公園が完成。
久米路河川公園が完成。園内には
が完成。園内には、
園内には、
工記念碑」や「事業の説明」
、
「犀竜小太郎碑」が設置されています。久米路峡と併せて観光の名勝となること
工記念碑」や「事業の説明」
「犀竜小太郎碑」が設置されています。久米路峡と併せて観光の名勝となること
でしょう。

今年も好天に恵まれウオーキング
11 月 16 日（日）に越道地域資源再発見実行委員会主催
住民自治協議会共催による越道地域ウォーキングと収穫祭
が開催されました。
前日と翌日は雨模様でしたが、16
前日と翌日は雨模様でしたが、16 日は好天に恵まれ北ア
ルプスも展望できる最高のウオーキング日和で 58 名が参
加し実施されました。
朝 10 時に豊明神社を出発し、善光寺街道を西に向かい、
玉泉寺にて笠原住職の寺の歴史等のありがたい法話をいた
だき、小川村立屋番所にて
だき、小川村立屋番所にて 93 歳の鈴木雪江さんによる番所の由来などのお話をお聞きし、林りん館にて地元
食材の心温まるお弁当をいただきました。
豊明神社に戻ってきたところで、温かい薪窯ピザとリンゴのおやつを食し、帰りにはリンゴ・柿・じゃがい
も・陶芸皿を土産に家路をめざしていきました。何人かの方々から、
「来年も来ます」という言葉でスタッフ
も次年度の再会を楽しみにしていました。
また、お宮の境内では軽トラ市として、地元の野菜・果物・穀物などの販売が行われ、参加者が市場より安
い農作物を買い求めていました。

田中美伊子さんが瑞宝双光章を受章
田中さんは昭和 55 年４月～昭和 63 年３月まで信州新町婦人会長・昭和
３月まで信州新町婦人会長・昭和
61 年４月～昭和 63 年３月までは上水内郡連合婦人会長の要職を務められ
年３月までは上水内郡連合婦人会長の要職を務められ
ました。
その他に信州新町の日赤奉仕団委員長や交通安全母の会会長、消費者グ
ル―プの会会長なども歴任し、信州新町の女性リーダーとして活躍されま
した。
平成元年４月からは行政相談委員に就任され、長野行政相談委員協議会
理事、事務局長、女性部会
理事、事務局長、女性部会長をそれぞれ歴任され現在に至っております。
表彰歴として、平成６年 11 月信州新町長感謝状、平成
月信州新町長感謝状、平成 15 年５月全国行
政相談委員協議会表彰、平成 16 年 10 月総務大臣表彰、平成 21 年４月内閣
総理大臣主催「桜を見る会」招待となり、本年５
総理大臣主催「桜を見る会」招待となり、本年５月瑞宝双光章を受章されました。
田中さんは長年の行政相談委員として活躍、功績が顕著であると認められ、
田中さんは長年の行政相談委員として活躍、功績が顕著であると認められ、その他の目覚ましい実績を含め、
長年の行政相談委員として活躍、功績が顕著であると認められ、その他の目覚ましい実績を含め、受
その他の目覚ましい実績を含め、受
章の栄に浴されたもので、心から
の栄に浴されたもので、心からお祝いを申し上げ
心からお祝いを申し上げ､今後ますますのご活躍をご期待致します。
お祝いを申し上げ､今後ますますのご活躍をご期待致します。

清水啓介先生が旭日双光
清水啓介先生が旭日双光章を受章
旭日双光章を受章
清水先生は昭和
清水先生は昭和 38 年２月に東京医科大学を卒業、昭和 39 年５月医師国
家試験合格、昭和 48 年９月医学博士の学位取得、更水医院院長に就任され
ました。
平成４
平成４年信州新町ライオンズクラブ会長、平成 14 年上水内郡医師会長・
県医師会代議員などを歴任されました。平成
県医師会代議員などを歴任されました。平成 21 年 12 月信州新町社会福祉
功労賞受賞、平成 22 年 11 月長野県教育関係功労賞受賞、
月長野県教育関係功労賞受賞、平成 25 年６月
長野県知事表彰、平成 25 年 12 月医療功労賞を受賞され、平成 26 年 11 月
旭日双光章を受章の栄誉に浴されました。
清水先生は日頃から信州新町地区は元より、犀峡地域の地域医療に尽力
され、ライオンズクラブなどボランティア活動にも積極的に尽力いただき信州新町地区にとってはとても頼りに
され、ライオンズクラブなどボランティア活動にも積極的に尽力いただき信州新町地区にとってはとても頼りに
なる先生で、今後のご健勝をお祈りするものです。
なる先生で、今後のご健勝をお祈りするものです。

中村一雄さんが旭日単光章を受章
中村さんは昭和 33 年に八坂村議会議員に当選し、その後信州新町に合
併してから、信州新町議会議員に昭和 46 年当選、通算では 15 年３カ月の
長きにわたり、村・町議会議員として活躍され、
長きにわたり、村・町議会議員として活躍され、この間、
この間、昭和 61 年から２
年から２
年間副議長、平成４
年間副議長、平成４年から２
年から２年間議長を歴任され町の発展に貢献されまし
年間議長を歴任され町の発展に貢献されまし
た。
その他、
その他、昭和 50 年から平成元年まで信州新町観光協会副会長、平成元
年から 25 年まで観光協会長として、通算 38 年余にわたり、観光振興に尽
力されました。
また、左右地区の民宿組合を昭和
また、左右地区の民宿組合を昭和 49 年に立ち上げ、青少年旅行村の設置
年に立ち上げ、青少年旅行村の設置
に尽力し、左右地区のそば祭りの開催
に尽力し、左右地区のそば祭りの開催など地域の振興にも
、左右地区のそば祭りの開催など地域の振興にも大きく
など地域の振興にも大きく寄与されました。
大きく寄与されました。
平成５年２月には全国町村議会議長会表彰、平成６年
平成５年２月には全国町村議会議長会表彰、平成６年 11 月には信州新町功労者表彰、平成
月には信州新町功労者表彰、平成 22 年６月には日本観
光旅館連盟関東支部長表彰などを受賞され、今回叙勲の栄誉に浴されました。
中村さんは、議員としての活動、観光事業の振興などが評価され、平成
中村さんは、議員としての活動、観光事業の振興などが評価され、平成 26 年 11 月の受章に至ったもので、今後
のご健勝・ご活躍をお祈り致
のご健勝・ご活躍をお祈り致します。
します。

田中靖也さんが厚生労働大臣感謝状を受賞
田中さんは平成
田中さんは平成４
平成４年に長野県薬物乱用防止指導員として委嘱され、以来、
街頭啓発や地域住民の集い等
街頭啓発や地域住民の集い等、
啓発や地域住民の集い等、各種薬物乱用防止事業に積極的に取組んで
こられました。
また、信州新町青少年健全育成推進会長、信州新町ライオンズクラブ会
長、信州新町社会福祉協議会理事などを歴任しており、機会を捉え地元中
信州新町社会福祉協議会理事などを歴任しており、機会を捉え地元中
学校への啓発等、
学校への啓発等、継続して幅広く地域に密着した薬物乱用防止活動を行っ
てきました。
平成 13 年２月には全国子ども会連合会会長表彰、平成 14 年長野県薬
物乱用対策推進協議会長表彰、平成 17 年 11 月長野県知事表彰、平成 22
年 10 月医薬食品局長表彰をそれぞれ受賞し、平成
月医薬食品局長表彰をそれぞれ受賞し、平成 26 年 10 月１日の感謝
状の受賞に至っています。
状の受賞に至っています。
田中さんの長年にわたる薬物乱用防止活動に対する姿勢が、関係者に与えた影響は多大で、他の模範とな
田中さんの長年にわたる薬物乱用防止活動に対する姿勢が、関係者に与えた影響は多大で、他の模範となり
防止活動に対する姿勢が、関係者に与えた影響は多大で、他の模範となり、今
後の活躍を期待するものです。

小林康宏さんが「エイジレス章」に選ばれました
高齢社会における生き方の例として、高齢者がエイジレス・ライフを実
践している例を一般に対して広く紹介することを目的として、内閣府が実
施するエイジレス・ライフ実践事例紹介について、長野市から推薦した小
林さんがエイジ
林さんがエイジレス章に決定し、
エイジレス章に決定し、11
レス章に決定し、11 月６日信州新町支所において、寺澤長
日信州新町支所において、寺澤長
野市保健福祉部長より、内閣府から送られた書状と記念の盾の伝達式が行
野市保健福祉部長より、内閣府から送られた書状と記念の盾の伝達式が行
われました。
小林さんは昭和
小林さんは昭和 22 年から謡曲を習い始め、昭和 44 年からは弟子をとっ
て教え始めました。
て教え始めました。平成
ました。平成 19 年観世流能楽師範となり、現在も小・中・高校
の能楽教室に出向いて指導したり、長野能に出演するなど現役として活躍しておられます。後輩にとっては、模範と
なり、目標とする人です。これからも変わらぬ
なり、目標とする人です。これからも変わらぬご活躍を期待致します。
らぬご活躍を期待致します。
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始業式
男性料理教室
ゲートボール冬季リーグ戦
よってけ家・手芸③
介護者教室・認知症サポーター講座
楽らく教室・楽らく体操
郷⼟史資料展Ⅰ
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
いまさら聞けないパソコン教室①
運動講習会①
郷⼟史学級（９）
乳幼児健診
よってけ家・法話
介護予防学習会
いまさら聞けないパソコン教室②
いきいきふるさと塾（９）
運動講習会②
⾒つけよう！野菜たちのかくれんぼ

小・中・篠ノ井高等学校犀峡校
福祉センター
さぎり荘
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いまさら聞けないパソコン教室③
〜信州新町中学校・情報機器室にて
ストレッチポール教室
よってけ家・大人の塗絵
心配ごと相談
男性料理教室
楽らく教室・ありこさんと歌って笑って
⾒つけよう！野菜たちのかくれんぼ
サンデーリサイクル
健康・食生活相談
いまさら聞けないパソコン教室④
〜信州新町中学校・情報機器室にて
郷⼟史学級（10）
ストレッチポール教室
化石のクリーニングに挑戦
よってけ家・室内ペタンク
介護予防学習会
いまさら聞けないパソコン教室⑤
〜信州新町中学校・情報機器室にて
いきいきふるさと塾（10）

福祉センター
〜ミュゼ蔵にて２⽉１１日まで

〜信州新町中学校・情報機器室にて

福祉センター
信州新町公⺠館
信州新町博物館
市⽀所駐⾞場
信州新町公⺠館
信州新町公⺠館
信州新町⽀所２階
信州新町公⺠館
福祉センター
福祉センター

〜信州新町中学校・情報機器室にて

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

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
http://www.sagirisou.com/
２６４－２１０３

元気に、さわやかに、信州新町の暮らし⽀えます。

電話 262-2300(代) FAX 262-3421

ニュース＆お知らせ

●●●●年末のののの交通安全運動
月
月月月２２２２日日日日（（（（火火火火）～４４４４日日日日（（（（木木木木））））
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
地区内６６６６箇所でででで行行行行
われました。。。。
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●●●●特別夜間パトロール
月
月月月 日
日日日とととと 日
日日日にににに新町交番、、、、
防犯協会、、、、民生
児童委員、、、、青少
年育成連絡協議
会会会会、、、、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たたた。。。。
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●●●●第第第第２２２２回資源回収・・・・古着回収
月
月月月 日
日日日 日日日日
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26

回収量は次のとおりです。
○新聞 11,450 ㎏ ○雑誌 7,580 ㎏
○牛乳パック 130 ㎏ ○段ボール 3,160 ㎏
○古着 1,890 ㎏
ご協力ありがとうございました。

))))
((((

ふなっしー、ジンギスカンを
イリュージョン！！

●●●●信更・・・・大岡・・・・信州新町地区住民 ●●●●めん子子子子ちゃん全国デビュー！！！！
月
月月月 日
日日日
日本テレビ製作のののの「「「「１１１１億人のののの大大大大
自治協議会交流会
各地区のののの課題やややや共通のののの課題につ 質問！？笑笑笑笑ってコラえて３３３３時間スススス
いて話合いが行行行行なわれました。。。。
ペシャル 」
」」」のダーツの旅旅旅旅コーナ
また、、、、昨年度のののの課題（（（（長野市へへへへ ーで所所所所ジョージさんが放放放放ったダー
のののの要望等））））について結果報告があ ツの矢矢矢矢がががが「「「「信州新町」」」」にににに！！！！
りましたたたた。。。。
取材当日はははは、、、、船橋市在住のののの梨梨梨梨のののの
当 地 区 妖精「「「「ふなっしー」」」」がががが出動しししし、、、、走走走走
かかかからは「「「「地地地地 って・踊踊踊踊って大暴れれれれ！！！！
域域域域 お こ し 地域のののの皆皆皆皆さんへの声掛けや信州新
協 力 隊 へへへへ 町小学校やややや篠篠篠篠ノノノノ井高校犀峡校をををを訪訪訪訪
のののの 支 援 策 問問問問しししし、、、、児童やややや生徒とも交流をををを行行行行いいいい
について」」」」 ました。。。。また、、、、信州新町イメージ
をををを提案しししし、、、、 ャラクター「「「「めん子子子子ちちちちゃん」」」」やややや犀犀犀犀
市市市市 へへへへ 要 望
峡校のののの「「「「さい
し て い きききき
きょん」」」」
との掛掛掛掛
けけけけ合合合合いも！！！！
ます。。。。
今年はははは「「「「未未未未
年年年年」
。めん子子子子
ちゃんのさ
らなる活躍
にににに 期 待 し ま
すすすす。。。。
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●●●●透透透透きききき通通通通ったハーモニーの音楽会
月
月月月 日
日日日（（（（土土土土））））
信信信信州新町小学校恒例のののの音楽会
がががが、、、、保護者やややや地域のののの高齢者などを
おおおお招招招招きし、、、、開催されました。。。。
当日はははは１１１１年生から６６６６年生まで
とととと、、、、職員ややややＰＴＡによる合唱やややや合合合合
奏奏奏奏のののの発表があり、、、、それぞれ洗練ささささ
れた美美美美しい響響響響きが披露されまし
たたたた。。。。
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ごみ集積所の巡回指導が行われました。
10 月のごみ分別強調月間に併せて、10
月のごみ分別強調月間に併せて、10 月 20 日（月）に長野市生活環境課によるごみ集積所の巡回指導が行
われました。巡回指導は、信州新町地区内３箇所の集積所で行われ、可燃ごみの中にわずかながら「剪定枝
葉」
、
「プラスチック製容器包装類」が混入しているほかに指摘事項は有りませんでしたが、次の点について
協力依頼がありました。
◆紙類や古着等は、資源物としてリサイクルができるので、できる限り「サンデーリサイクル」や「資源回
収」に出すなど、ごみの再資源化にご協力をいただきたい。
◆指定ごみ袋の中に更にビニール袋を入れると中身が確認できず、ごみ回収業者が安心して回収できないた
◆指定ごみ袋の中に更にビニール袋を入れると中身が確認できず、ごみ回収業者が安心して回収できないた
め、できる限り中身が見えるようにごみ出しをお願いしたい。

「資源物・ごみ収集カレンダー」や「家庭用資源物とごみの出し方保存版」でゴミの分別について再度
ご確認いただき、ごみの減量とリサイクル推進にご協力をお願いします。

【屋根の雪下ろしの費用が助成されます】
屋根の雪下ろしの費用が助成されます】
一人暮らしで、75
一人暮らしで、75 歳以上の方、または身体障害者手帳保持者(
または身体障害者手帳保持者(１級から３級)
１級から３級) で雪下ろしが困難な世帯を対象
で雪下ろしが困難な世帯を対象
として、費用の 1/2（上限
1/2（上限 15,000 円）を助成しています。希望される方は事前にご相談ください。
お問い合わせ先 住民自治協議会 事務局 電話 262262-4792

