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地域の交流の輪広がる
今年も第一地区の事業は、たくさんの地域住民の参加で順調に進められ、交流の輪が広がっています。
自分たちの地域は、自分たちで守り大きく育み、生き生きした住み良い地域をめざす都市内分権の理念が定着しつ
つあります。これから秋は、各町のお祭りをはじめ多彩なイベントの計画が予定されています。積極的に参加して
地域を盛り上げよう。

「活き生き第一から第五地区みんなでトーク」
7 月 24 日(木)勤労者女性会館しなのきで開催（250 名参加）
され、加藤市長はじめ担当部課長と地域課題について２部構成で
意見交換されました。
第 1 部 議題提案「後町小学校閉校後の跡地利用について」
潤いある緑豊かな敷地整備を図ること、従来のように地域が利
用でき避難所にもなる体育館の設置、公民館的な施設の整備、
県の施設となってからも市は地域住民の立場で県へ働きかけ
ること等、7 項目の要望が提案されました。これらに対し市か
ら前向きに対応するとの回答がありました。
第 2 部 活き生きトーク「魅力あるまちなかの形成」
多くの人が散策したくなるハード面の充実、まちなかの空家・
古民家を利用した賑わいの創出、インフラの整備等・美観を維
持し町に活力を与えるの 3 項目について、中央通り等名所旧跡の掘り起しと看板設置・マップ作成、横丁・小路
への命名、まちなかの空家のピーアール方法、起業家の育成、公衆トイレの新設と整備、駅前の放置自転車、見易
い道路案内板の設置等活力ある街づくりのため活発に意見が交わされました。

≪事業報告≫
安全・防災部会
5月

●５月 14 日、加茂小学校に防災倉庫新設説明会 22 名参加
加茂小学校校庭北側に防災倉庫が新設されました。

備蓄食料・飲料水・緊急用浄水器・炊き出しセット・簡易トイレ・救急生活用品・防寒用品・
照明器具・リヤカー等備蓄されています。
11 月に行われる避難訓練時には防災倉庫も公開する予定です。
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●6 月 5 日、自主防災会長・防災指導員の研修会が城山蔵春閣において開催されました。
●夏の交通安全運動 街頭啓発活動への参加
７/19（土）「運動公園南入口交差点」５名参加 ７/22（火）若松町交番前 30 名参加
運動の重点 ○通学路・生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底
○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
○自転車の安全利用の推進
●防災講演会開催

○飲酒運転の根絶

8 月 7 日（木）第一地区公民館 30 参加

防災講演会として、信大出前講座「活断層大地震に備える」を開催しました。
講演内容詳細は、後日ご紹介します。
●今年度の避難訓練について
○各町の課題に沿った方法を検討し、各町避難場所まで簡易担架やリヤカーで避難訓練。
その後、城山小・加茂小へ各町から避難し、防災に関する講演会等を実施する予定。
訓練予定日 城山小学校 11/9（日）
・加茂小学校 11/16（日） 詳細は後日回覧等でご連絡します。

健康・福祉部会

●とことこウォーキングを実施

5 月 20 日（火）14 名参加

第一地区公民館～善光寺～往生寺の往復 3.2 ㎞のコースを約 1 時間かけて歩きました。途中急坂では皆汗をかき足取り
が重いようでしたが、無事往生寺に到着。鶯のさえずりを聞きながら涼風を受け、眼下の市内を一望し心地よいひととき
を過ごしました。
●男の料理教室を開催 6 月 12 日（木）第一地区公民館 11 名参加
本年度第 1 回男の料理教室が牧野見伊子先生を講師に開催されました。今回は「水ようか
ん」
「叩ききゅうりの和え物」
「鶏の照り焼き」
「アサリとキャベツのスープ」作りに挑戦し
ました。自作の料理を試食しましたが、味にはみなさん満足のようでした。試食後先生か
ら「食事バランス」と「食事の減塩」について話がありました。今までの教室（5 回開催）
を通じて料理に対する興味が次第に湧いてきました。

教育・文化部会

●「ドッジボール大会」6 月 22 日（日）西部中学校体育館

子供 110 名

普段行動を共にしない異年齢混成チームではありましたが、
勝利に向かって団結し、若さ溢れる盛大な大会となりました。一年生は二三年生に負け
ないように飛び回り、高学年は迫力ある力強さとスピードボールを投げていました。そ
して子ども達は「とても楽しかった」
「今度こそは優勝したい」と話していました。
審判員として協力してくれた白馬村出身の信大体育科の学生は、「私も子供の頃、地
域の大会があり今でも心に刻まれている。このすばらしい大会を是非続けて下さい」と
熱く語っていました。
●「家庭と地域の子育て講座」7 月 5 日（土）新諏訪公民館

大人 80 名参加

参加者 18 名

加茂小学校校長宮澤昌道先生が全校校長講和の内容を解説して下さいました。その中
で「一人ひとりいろいろの人がいて社会（学校）が成立していることを深く考えよう」
「その人の良さを活かせば一人ひとりが生き生きと生きる仲間（社会）になる」
「人の
欠点を探すのではなく、良さを見つけていける自分に高めていこう」
「自分の問題点や
弱さを見ているだけでなく、自分の良さや素晴らしさを感じ取ることによって大きく
成長していく」等の人間らしい生き方の重要性を強調されました。
●「地域と学校連携事業」7 月 11 日（金）第一地区公民館

参加者 40 名

長野市教育委員会生涯学習課、城山・加茂小学校と柳町・西部中学校の校長・教頭先
生、各町の育成会長、区長等が集まり開催しました。はじめに市教育委員会から今日
的な「インターネット・携帯電話」
「薬物」等の深刻な事例を報告して頂きました。
次に各学校から学校教育の現状・課題・地域連携等について説明された後、不登校生
指導・支援、避難所としての学校、地域への清掃、教職員の研修等が話題となりまし
た。懇親会では、先生方は大切な子どもの成長のために献身的に指導・支援をされて
おり、地域の役員からは家庭・地域の宝として宜しくお願いするという意見が多数出
されていました。
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●「三世代交流ふれあいハイキング」8 月 3 日（日）戸隠地質化石博物館 74 名
（大人 46 名子供 28 名）参加
本年度のふれあいハイキングは、戸隠地質化石博物館の見学及び付近での化石採
集を行いました。
朝から晴天に恵まれ大勢の参加者が参加し、化石博物館の職員の方の説明に熱心
に耳を傾けていました。現在の第一地区は「昔は海の底であった」、
「海底が隆起しし
だいに山となった」、
「噴火と地震により現在の姿へと変化した」等の説明を聞き、大
地の生い立ちを学ぶことができ大変勉強になる一日でした。
途中、体調を崩す人もいなく、昼は近くの「森林囃子」で、事務局が用意したお弁当を食べ全員無事に帰路に着くこと
ができました。

≪協力団体から≫
「応援ありがとうございました」

長野市消防団長野第一分団

分団長 児玉

孝史

6 月 29 日（日）長野県消防学校にて行われた第 56 回長野市消防団ポンプ操法大会に出場
し、16 チーム中 5 位になり第一分団としては 28 年ぶりに次の大会への出場権を得ました。そ
して、7 月 13 日（日）小川村小川中学校での第 47 回長野消防協会ポンプ操法大会で、大町市
で開催の県大会出場権を目指し大会に挑みましたが、9 チーム中 6
位という成績で県大会には進めませんでした。
今回のポンプ操法には地域の多くの皆様方のご指導、ご支援、そして多大なるご声援をいただ
き団員一同感謝しています。また、消防団員としてより一層郷土愛護の精神が強くなったと感
じています。今後も長野市消防団長野第一分団を宜しくお願いします。
「第一地区老人クラブ連合会」

会長

宮嶋孝夫

今回、住自協だよりに初めて投稿の機会にあたり、若干、第一老連の概要をご紹介させ
て頂きます。
第一老連は、西之門町・桜枝町・栄町・狐池・往生地・西長野町・新諏訪町・旭町の八つ
の地区の老人クラブで構成されており、会員数 500 名余です。
毎年、6 月に「春季大会」を開催、今年も 6 月 4 日（水）に新諏訪公民館に於て 99 歳
「白寿」
・88 歳「米寿」
・結婚 60 年「ダイヤモンド婚」・結婚 50 年「金婚」を迎えた
方々に、市老連から贈られた祝状及び記念品の伝授式を行いました。
受賞対象者は、昨年 27 名が、今年 54 名と 2 倍の方々が受賞となり、さすが長寿日本一と実感する次第です。
これからも、受賞対象者及び会員の皆様が益々お元気でご健勝であることをご祈念申し上げるとともに、新たに多くの
方々に会員になって頂きたく、切にお願い致します。

≪お知らせ≫
●

講演会のご案内 （ぜひ多数の方のご参加をお願いします。
）

○「家庭と地域の子育て講座」9 月 7 日（日）午前 10 時 第一地区公民館 講師：柳町中学校 杉山校長先生
○「社会を明るくする運動」9 月 25 日（木）午後 3 時 第一地区公民館 講師：更生保護施設「裾花寮」三井施設長
●マイマイガ対策について
今年はマイマイガの発生に悩まされました。概ね 10 年周期で大量発生し、終息に 3 年程度かかるそうです。来年の発生
を抑制するために卵塊を除去することが有効です。外壁などに付いた卵塊は柔らかいヘラなどでそぎ落とし、土に埋める
か、小袋に入れてしっかり縛り燃えるごみの袋で一般ごみとして出せます。除去する時は鱗毛等が目に入ったり、吸い込
まないように、手袋・マスク・ゴーグルを着用しましょう。詳しくは市のホームページ（環境政策課）等をご覧下さい。
●長野一日合同行政相談所をご利用ください（市からのお知らせ）
不動産の登記、年金、建築など役所の仕事についての相談、また法律相談などを受け付ける一日合同行政相談所を開設
します。相談は無料で、秘密は厳守します。事前の予約は不要です。お気軽にご利用ください。
日
時：平成 26 年９月 24 日（水）午前 10 時から午後３時まで（受付は午後２時 30 分まで）
会
場：長野バスターミナル会館４階国際ホール
連
絡
先：総務省長野行政評価事務所（TEL026-235-5566）
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社

長野天神社
三峯神社
三峯神社
天神社・皇大神宮

関

係

町

祭

長門町・西町上・西町南

栄

立

時

間

等

備

考

宵宮祭：8/24 17:00

例祭：8/25

9:00

―

―

例祭：8/29

18:40

子ども神輿・神楽・歩行者天国

町

西之門町

典

宵宮祭：9/1

町

17:30

―

例祭：9/2

9:00

神輿

例祭：9/6

16:00

神楽

天神社

桜枝町

宵宮祭：9/14 20:00

例祭：9/15

11:00

神輿・神楽・桜姫

八幡社

横沢町

宵宮祭：9/14 15:00

例祭：9/15

9:00

神輿・神楽

加茂神社

西長野町

宵宮祭：9/16 20:00

例祭：9/17

10 :00

高市神社

西町上

宵宮祭：9/19 17:00

例祭：9/20

9:30

―

狐

宵宮祭：9/2２

10:00

例祭：9/23

9:00

子ども神輿

稲荷社・諏訪神社

池

神輿・神楽・花火・舞踊

諏訪神社

新諏訪

宵宮祭：9/23 21:00

例祭：9/24

13:00

子ども神輿・神楽・花火

飯縄神社

茂

宵宮祭：9/28 21:00

例祭：9/29

10:30

神楽・花火

宵宮祭：10/1 19:00

例祭：10/2

14:00

神輿・神楽・花火

宵宮祭：10/9 19:00

例祭：10/10

9:00

神輿・神楽・歌謡

妻科神社

菅

西町上・西町南・栄町
若松町・旭町・長門町
桜枝町・横沢町・立町

湯福神社

往生地・狐池・花咲町
上西之門町・西之門町

《最終回》
人口：139 人

世帯数：82 世帯（H25.9.1）

＜「長門町」を紹介します（野田区長）＞

長門町は、善光寺西南斜面に位置し、南北 170m 東西 200m、広さ 1 万坪ほどの、穏やかな気候、豊かな地下
水、硬い地盤に恵まれた土地柄で長野発祥の地と言われています。
慶安時代から明治まで善光寺領で天神様が鎮座していることから、天満宮町または
天神宮町、時に長野町とも呼ばれ、明治 7 年の町名変更から「長野町の門出」とい
うことで長門町と改名されました。
明治 30 年には長門町住人 602 人との記録があり現在の
140 人程と隔世の感ありで当時の盛況が偲ばれます。長門町にある天神社は西町上、西町
南、長門町が江戸時代に同一庄屋に属して居たので 3 町共同の鎮守として長門町に鎮座して
おり長野県三大天神社の一つに称されております。
長門町西南、県立図書館跡地に昭和 60 年 7 月に長野市立長野図書館が開館され多くの市
民に利用されております。これから長門町がどのような町に変わるのか分かりませんが、安心安全で楽しい地域を目
指しています。
◆第一地区住民自治協議会事務局：木村（事務局長）・岡村・米倉（第一から第五地区合同事務所内）
〒380－0835 長野市大字南長野新田町 1485－1 もんぜんぷら座８階
電話：２６２－１２１７（FAX 兼）E－mail：dai1@clock.ocn.ne.jp
編集委員：鷲澤文治、柄澤申一、古畑幸雄、鳥居弘、市民活動支援課：藤田啓一
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