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安心、安全な地域づくりに参加しましょう
昨年 11 月 22 日の夜、突如起こった長野北部地震で私たちの地区でも住宅損壊など多くの被害がでま
した。幸い人的被害はなくひと安心でした。
今回の地震で白馬村の住民たちがとった行動は、日頃の地域の絆の大切さを知り、全国から称賛されま
した。
地域づくりは住民の手でーは、住民自治協議会の目指す活動の大きなねらいです。地域を守り、発展さ
せるには一人ひとりが知恵を出し合い、行動することが大切です。

稲荷山養護学校訪問

2014.11.19（水）健康・福祉部会

11 名参加

健康・福祉部会の視察研修として本年度は稲荷山養護学校を訪問しました。稲荷
山養護学校は千曲市野高場に昭和 44 年開校、平成 17 年から順次校舎を改築し県
産の木材をふんだんに使用した大変モダンな建物でした。
「明るく たくましく より豊かに」を学校教育目標として、社会参加の意欲を
育み自立に向けた力を育てるために、教職員 175 名と小学部 82 名・中学部 77
名・高等部 118 名の生徒が学んでいます。

神城断層地震 2014.11.22（土）22 時 08 分発生

被害状況報告（長野市危機管理防災課資料 H27.1.16 現在）

「茂菅」（住家）半壊 1/一部損壊 5（非住家）一部損壊 1

「新諏訪」
（住家）一部損壊 3

「西長野」（住家）一部損壊 3（非住家）一部損壊 1

「桜枝町」
（住家）半壊 1/一部損壊 18

（非住家）半壊 2/一部損壊 7

「狐池」
（住家）一部損壊 1

「往生地」
（住家）一部損壊 4

「横沢町」（住家）半壊 1/一部損壊 7（非住家）半壊 3/一部損壊 3
「西之門町」（住家）一部損壊 4（非住家）一部損壊 5

「上西之門」
（住家）一部損壊 3

「立町」（住家）一部損壊 2

「若松町」
（住家）一部損壊 2

「長門町」（住家）半壊 1

合計（住家）半壊 4/一部損壊 52

（非住家）半壊 5/一部損壊 17 （ブロック塀、灯篭は除く）
2014.12.1

交通安全街頭啓発活動

安全・防災部会 4 名参加

年末の交通安全運動にあわせて県庁前交差点で通勤時の車を対象にパンフレットと
ティシュペーパーを手渡し、夕暮れ時と夜間の交通事故防止、歩行者保護の徹底、シー
トベルト・チャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運
転の根絶を呼びかける街頭啓発活動を行いました

北澤前会長叙勲をお祝い

2014.12.12

区長ほか 21 名参加

昨年の秋「旭日単光章」を受章された、第一地区住民自治協議会初代会長北澤良洋さ
んの叙勲お祝いの会を開催しました。
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2015.1.10 第一地区公民館 55 名参加

消防団出初式・新年祝賀会

第一分団の出初式・新年祝賀会が開催され、冒頭、児玉孝史分団長から「本日 9 時
からの出初式（若里多目的広場）に分団長以下 8 名が纏・分団旗を先頭に行進し市長
の観閲を受けました。昨年は第一地区火災発生件数 0 件（25 年は 4 件）であり皆様
の努力に感謝します。本年も火災予防活動に重点を置き、住民自治協議会及び行政と
一緒になって安心・安全な第一地区にしたい。
」と挨拶があり、全員で「火の用心」を三唱しました。引き続き次
の 3 氏が表彰されました。精勤賞

内田真吾さん（往生地）功労賞 太田潤一さん（横沢町）加松隼渡さん（往

生地）
。その後懇親会に入り消防団員との懇談を通じて地域の防災・減災に心を新たにしました。

長野市 7 公民館合同成人式

2015.1.11

本年度主催

城山公民館

第一地区来賓出席 2 名、式典応援 4 名

市立 7 公民館の管内新成人者を対象とした平成 26 年度合同成人式がホクト文化
ホール（大ホール）で、管内新成人 753 名（対象者の 72％）と地区外の 244 名、
合計 997 名の参加にて開催されました。開式前、文化ホールの前広場やホール内の
「おしゃべり会」では、久々に顔を合わせた晴れ着姿の新成人同士が記念写真や近況
報告に花を咲かせました。11 時からは「三登山太鼓」の演奏や新企画の市内の個人
や諸団体からのお祝いのメッセージを編集した「シティプロモーションＤＶＤ」の放
映があり、多くの市民からの新成人を祝福する気持ちが会場全体に感じられ、和やかな雰囲気に包まれました。
式典は、国歌斉唱，主催者式辞に続き、新成人を代表して男女 2 名から希望に満ちた「誓いの言葉」があり、
小松国会議員と加藤市長から新成人に向けた力強い激励の祝辞の後、会場全員による市歌の斉唱をもって閉会とな
りました。全般をとおし、成人を祝う式に相応しく華やかで落ち着いた雰囲気の中で、祝う者と祝われる者双方が
共感できた式典となりました。
（城山公民館）

男の料理教室

2015.1.27

健康・福祉部会 第一地区公民館

13 名参加

本年度 3 回目は、横沢町 魚の専門店「きよたき商店」ご主人清滝阜陸さんと長野
水産物協同組合服部事務局長のお二人を講師に、
『さかなのさばきかた教室』として
「イナダのカルパッチョ」「イカのいそべ巻き」「イカの塩辛」づくりに挑戦しまし
た。イカの調理ではするめいかの皮むきに苦労し、魚の調理では魚をさばくことが
初めての人が大半の中、40 ㎝のイナダの三枚おろしに四苦八苦しましたがとても
楽しい料理教室となりました。最後に講師から「サバの煮込み」の特別レシピを紹介され、男性もこれからは週に
一回は料理をして欲しいとの希望があり、皆さん早速に作ってみたいと言っていました。
清滝さん特別レシピ
[材料]

「かんたんでおいしい

サバの味噌煮」

サバ（青魚なら OK）1 尾分・醤油 60 ㏄・酒 100 ㏄・水 300 ㏄・砂糖 100ｇ・生姜 or ニンニク

[作り方]材料を全部入れて煮立たせる、煮立ったら味噌 140ｇを入れて 8 分ぐらいで火を止める。
半日位たつと味がなじんでおいしいサバの味噌煮が完成。

地域と学校連絡会 2015.1.30 教育・文化部会 第一地区公民館 40 名参加（校長・教頭先生/区長/育成会・PTA 役員）
はじめに、市教育委員会生涯学習課金児係長から、小中学生のネットの危険性が
指摘され、親が子に「使用のルールを決める」
「誰も傷つけない」を指導すること、
さらに親自身が「使いこなす」
「安全に使うように設定する」
「使い方や書き込みを
確認する」ことの必要性が強調されました。
そして、各学校から学校教育の現状・課題や地域連携事業（地域の方々の支援や
交流、地域の行事への参加）等について説明されました。その中で、参加者は加茂
小・城山小・西部中のバス通学生の多さや広範囲の通学区に驚くと共に、少子化に
伴う地域ぐるみの教育や支援の重要性を確認し合いました。また、西部中学校長から『新体育館が災害時、避難所
と同時に「応急救護所」に指定され、大災害の時には医者も駆けつけ診療してくれるのでご承知ください』との報
告がありました。
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《各学校卒業式・入学式日程のお知らせ》
卒業式

入学式

加茂小学校

3 月 18 日（水）

4 月 6 日（月）

城山小学校

3 月 18 日（水）

4 月 6 日（月）

西部中学校

3 月 19 日（木）

4 月 6 日（月）

柳町中学校

3 月 19 日（木）

4 月 6 日（月）

《地域のひと紹介》長野市消防団女性部部長 萱津 房子さん （新諏訪在住）
萱津さんは、第一地区白バラ会（住自協だより 22 号にて紹介）会長をされていますが、
女性消防団員としても永年活動され、現在女性部長を務められています。消防団員として
は、『自分たちのまちは自分達で守る』をスローガンに、高齢者を火災から守る要援護訪
問、子供対象の紙芝居による啓発活動、規律訓練・出初式・ポンプ操法の運営支援等の活
動をされています。昨年 9 月には、東京で開催された CTIF（国際消防協会）の第 1 回『女
性消防団国際会議』
（日米はじめ世界８ヵ国から 300 名参加）に長野県代表として出席さ
れ、「これを糧に一層努力してまいります」と抱負を語られています。

《若松町交番より》

『特殊詐欺非常事態宣言』発令！（抜粋）

特殊詐欺の被害が止まりません！昨年 1 年間の被害額は、長野県下で 10 億円超、長野中央署管内だ
けでも 1 億３千万円超です。テレビや新聞をはじめ毎日のように《だまされないで！》と言われている
のに、どうしてだまされてしまうのでしょうか？ それは、詐欺グループのだましのテクニックが非常
に巧妙でウマイからです。特殊詐欺を知っている人もだまされてしまうのです!!
そこで、だまされない為のキーワード「お」
・
「か」
・
「し」
・
「い」を実践しましょう。
「お」かしいと思
ったら、すぐ相談。
「か」ぞくの合言葉を決める。
「し」らない電話には出ない。
「い」つでも留守番電話
にしておく。何かあったら、一人で判断せず、お金を払う前に、家族や警察に相談しましょう。

《第一地区の子育て世代のパパママへお知らせ》
『こども広場

じゃん・けん・ぽん』のご案内

こども広場「じゃん・けん・ぽん」は、主に 0 歳から 3 歳までの乳幼児とその保護者の皆さんの遊びと交流の広
場です。スタッフが子育てに関する相談をお受けしたり、各種講座・イベントも開催していますので、お気軽にお
出かけください。場所は新田町「もんぜんぷら座２階」です。（長野市ホームページより）

開館時間；AM10：00～PM6：00
休館日 毎月第 1、3 水曜日（祝祭日の場合は翌日）
住所；長野市大字南長野新田町 1485-1 TEL；026-219-0022 FAX；026-223-0731
詳しくは、http://www.na-kodomo.com/ へアクセスしてください。

《広告》

使わなかった保険料が全額戻って来る！新しいカタチの医療保険！
問い合せ先

第一地区住民自治協議会

長野市若里

自治会保険引受代理店

電話（０２６）２６２－１２３１
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《がんばってるお店紹介》今回は桜枝町の 2 店舗をご紹介します。
太平堂さん

連載企画
№2

桜枝町通り

「世界のパンとお菓子を貴方に」

パン菓子製造販売

事務局長訪問
住所〒380-0862

郵便局

(有)桜枝町太平堂さん

長野市大字長野桜枝町 638-1

☎232-4066

営業時間 7 時 30 分～18 時 45 分

定休日/日曜

午後３時過ぎ、真夜中からのパンづくりが終了した工場で斉藤晴美さんにお話
しを伺いました。桜枝町太平堂さんは、昭和 29 年おじさんが和菓子屋として創
業し、戦後にパン製造を始めました。終戦後の食糧難の時、米国から大量の小麦
粉の支給とパン製造技術が伝えられ、一般の日本人にパン食が広がり、学校給食
もパン給食で始まりました。昭和 34 年高校卒業後お店に入られた斉藤さんは、
フランス・ドイツ・北欧はじめ世界中のパン作りに挑戦し、さらに創意工夫の末、
あんバタ・生カス・サラダパン等の数々の人気調理パンを生み出し、店頭で販売
に頑張る奥様と共に多くの太平堂ファンをつくってこられました。そしてあまり
知られていませんが、数年前まで「調理パンの一人当たり消費量で長野市が連続
日本一」という記録にも少なからず貢献されているはずです。社長を弟さんに譲
られた現在も、美味しいパンづくりへの情熱と、共に年月を過ごした桜枝町商店
街への熱き思いをお聞きした貴重なひとときでした。

長野しんきん

連載企画
№3

事務局長訪問

桜枝町通り

「スタイリッシュ＆アンティークな花屋」

桜枝町
住所〒380-0862

生花店

フラワーデコハレバナさん

フラワーデコハレバナさん

長野市桜枝町 908

☎405-9044

営業時間 9 時～18 時

不定休

フラワー デコ ハレバナさんは昨年 10 月オープンのできたてホヤホヤのお店
です。ご主人柳沢崇さんと奥様真実さんのお二人で経営されています。ご主人
は結婚式関係のフラワースタイリストとして活躍されていましたが、直接お客
様と接する小売の基本に戻りたいと思い独立、ご友人の紹介でこの場所に開店
されました。お店のコンセプトは「スタイリッシュ＆アンティークな花屋」。お
店の中は花屋さんというよりはパリのアンティークなカフェといった雰囲気
で、カウンターで奥様が美味しいコーヒーを煎れることも計画されているそう
です。お花は切り花をメインにし、ほかにドライフラワーや鉢物も充実。花束は
1 本から素敵にアレンジメント。駐車場もあり、配達や全国発送ももちろん OK
です。素敵な笑顔でがんばっている若いお二人をとても応援したくなりました。
第一地区の皆さんもきれいなお花でお部屋を素敵に飾ってはいかがですか。
メールアドレスは harebana6966@ngn.janis.or.jp

◆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）
〒380－0833 長野市大字鶴賀権堂町 2201 番地 20 権堂イーストプラザ ND1 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
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