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　安茂里地区遺族会は長野市28

地区遺族会の一員として活動し

ており、会員は長野市遺族会全

体で2,027名です。安茂里地区遺

族会の会員数は平成20年度96名

おりましたが、会員の高齢化に

伴い、平成30年度は47名と年々

減少してきております。

　今年は先の大戦が終結してから73年が経過しまし

た。戦争を知らない世代が国民の八割を超える今日

において、先の大戦の記憶の風化が進み、国民は戦

争の悲惨さ、平和の尊さを忘れつつあります。今

我々遺族会に課せ

られた責務は、戦

争の風化を防ぎ、

平和を語り継ぐこ

とであります。戦

争の悲惨さ、平和

の尊さを身を持っ

て体験した我々戦

没者遺族が「二度と戦争をしてはならない。我々のよ

うな遺族を出してはならない。」という声を世界に向

けて発信し続け、恒久平和な社会の実現に向けて、こ

れからも努力し続けていかなければなりません。

　安茂里地区遺族会での平成30年度事業の主なもの

は以下のとおりです。

　１　全国戦没者追悼式に参列

　　　　（８月15日、日本武道館）

　　　今年度参加者なし（昨年度２名参加）

　２　靖国神社昇殿参拝旅行

　　　　（９月５日～６日、茨城県五浦温泉）

　　　３名参加

　３　長野市戦没者追悼式に参列

　　　　（９月28日、長野市芸術館）

　　　約10名参加

　４　長野県戦没者遺族大会参加、追悼式に参列

　　　会長参加

　　　　（10月18日～19日、岡谷市カノラホール）

　５　英霊顕彰及び慰霊法要

　　　長野市仏教協会主催　長野市遺族会法要

　　　　（平成31年３月中旬予定、善光寺）

　「アモーレフェスタ」に先駆け例年行われている

点灯式典が、10月26日午後５時30分から初めて加藤

久雄長野市長が出席し開催されました。安茂里吹奏

楽団のファンファーレに合わせ、長野工業高校生徒

会長玉木稔葉さんと裾花中学校ものづくり部長小口

泰希君によるスイッチイオン。およそ４万個のLED電

球が一斉に点灯し80名の出席者から大きな歓声が上

がりました。

　今年で５年目を迎えたイルミネーション事業は

すっかり安茂里地区の名物に定着し、多くの人達の

楽しみな行事となって

います。今年はLED電

球数とデザインも増強

され一層華やかになり

ました。

　点灯期間は12月27日

まで毎夜５時～９時までで

安茂里地区住民に加え、す

ぐ前を通るJRやしなの鉄道

の電車からも良く見えて通

勤客のみなさんにも楽しん

でいただいています。

　標記事業は今年度新設さ

れた「ながのまちづくり活

動支援金」を活用した事業

です。11月30日（金）には活動発表会が開催され筧

委員長、下村・宮島副委員長が出席し発表しました。

　来年度は、12月10日（月）説明会があり、募集期

間は12月17日から１月18日まで。応募を予定してお

ります。

　好天に恵まれた11月４日（日）安茂里住民自治協

議会主催の「アモーレフェスタ」が安茂里総合市民

センター前の広場を主会場に行われました。地域の

各種団体をはじめ公共機関の応援を得ての大イベン

トで、毎年楽しみにしている皆さんなどで来場者は

2600名余に上りました。

　野外会場では各種軽食販売模擬店がたくさん並

び、販売担当員やボランティア学生の呼び込みが飛

び交いどのコーナーも行列ができる盛況。中でも人

気は「焼きいも」販売で、長野工業高校生の制作に

よる「焼き芋機」の話題性と美味しさで焼くのが間

に合わないほど、400本

を完売しました。また安

茂里消防署・警察署の協

力での火災の煙体験やパ

トカーに触れたりできる

コーナーにも大勢の人が

集まっていました。

　「地域間交流」で参加していただいたのは信更・

松代の両住自協の皆さん。会場に現れた口髭も見事

な甲冑武者に扮した松代住自協役員さんにビック

リ、来場者との記念写真撮影で大人気。信更住自協

の皆さんによる格安価格での野菜・果物販売は大好

評でした。同じ長野市民としての交流もすすみまし

た。

　安茂里公民館２

階の屋内のステー

ジ会場では安茂里

甚句の踊りから始

まり、初出場の安

茂里保育園児のか

わいい体操から小学校・中学校・地域間交流してい

る松代・信更住自協の皆さんの出演と続き、最後は

アンコールで盛り上がった裾花中学校吹奏楽部の演

奏で締めくくりました。

　体育館会場では各種団体の趣向を凝らした展示と

実演など盛沢山、生活に密着した知識も得られるも

のが多く興味ある内容でした。長野工業高校のコー

ナーにも人気が集まっていました。

　主催者側の安茂里住自協は総括責任者の松坂 明

会長、宮崎正文実行委員長をトップに健康福祉部会

はじめとする各部会・各種団体の皆さんが協力。ボ

ランティア参加者を合わせ当日の運営関係者は約

250名という。事前に３回の打合せ会議と開催前日

の会場準備と大変なご負担でフェスタが成り立って

います。関係者も楽しみながらの参加でもあります

が、そのご苦労とご尽力に頭が下がりました。

第12回 アモーレフェスタ 盛大に開催第12回 アモーレフェスタ 盛大に開催
新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます

2019年 亥年

平成30年度長野県戦没者追悼式典平成30年度長野県戦没者追悼式典

安茂里地区遺族会
会長　柳  良治氏
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広報委員長 竹村  記
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開会式で整列した
着ぐるみと甲冑隊（松代）のメンバー

初出場した安茂里保育園児の体操初出場した安茂里保育園児の体操

高齢化に対応した安茂里地区
介護事業所ネットワーク会議

（あかね会）の展示

高齢化に対応した安茂里地区
介護事業所ネットワーク会議

（あかね会）の展示

長野工業高校コーナーでは
今年は化学実験、プログラミング教室、
電気自動車の展示と試乗コーナーが開設

長野工業高校コーナーでは
今年は化学実験、プログラミング教室、
電気自動車の展示と試乗コーナーが開設

産地直送野菜の販売コーナー産地直送野菜の販売コーナー

野外広場
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出席した筧委員長と

下村副委員長
出席した筧委員長と

下村副委員長

点
灯
し
た
玉
木
稔
葉
さ
ん（
長
野
工
業
高
校
生
徒
会
長
）と

小
口
泰
希
君（
裾
花
中
学
校
も
の
づ
く
り
部
長
）

イルミネーション点灯式 華やかに
10月26日（金）

広報委員長 竹村 彰正

安茂里地区遺族会の取り組みについて
会長　柳　良 治

シリーズシリーズシリーズシリーズ構成団体
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10月上旬から11月下旬までの

主な行事紹介10月上旬から11月下旬までの

主な行事紹介
10月８日(月)

「長野市子どもわくわく体験事業」
あやとり安茂里公園にて開催

　今年２年目を迎えた「あ
やとり安茂里公園」の清掃
と炊き出し・焼きそば・豚
汁作成体験を裾花中学校男
子バレーボール部員、裾花
小学校有志の生徒たちと差
出南区育成会、安茂里地区
住民自治協議会、公園実行
委員120名が参加し実施。
昼食は、きれいに清掃され
た公園で、手作りしたおに
ぎりと焼きそば、豚汁をお
腹いっぱい食べました！

10月14日(日)
「応急救護所設置訓練・負傷者トリアージ訓練」に協力

（長野市医師会・長野市保健所主催）
　標記訓練を関係者80名が参加し、裾花中学校にて開催。安
茂里地区住民自治協議会安全部会員、防災指導員、差出中区
民、差出南区民約40名が協力参加。大災害時は、裾花中学校
の体育館が応急救護所として開設される場合もあるため今回
初めて訓練が実施されたものです。

10月17日(水)
消費者啓発に関する講演会

落語家 三代目 桂 花團治を招き開催
　＜人はなぜダマされる＞～賢い消
費者になるために～の演題で１時間
30分落語を交えた講演をお願いしま
したが、実に熱演で、おもしろく、
分かりやすく、さすがに関西でナン
バーワンの人気を誇るプロの落語家は違うと実感させられる
演技に70名の受講者は、感心し、聞き入りました。人権に関
しても専門に講演されているとのことでしたのでまた是非お
呼びしたいと期待される講師でした。

10月18日(木)
安茂里住自協、市立安茂里公民館上半期監査 実施

　安茂里住民自治協議会と指定管理している市立安茂里公民
館の上半期（４月～９月末）の監査が実施され、証拠書類・帳
簿及び預金通帳は、いずれも正確であると認められました。

10月27日(土) 
第27回 杏の里 文化講演会 開催

（教育文化部会）
　今年は信濃教育会会長後藤正幸氏を講師にお招きし、「子
どもの生活と学校・家庭・地域社会～心の縁側を増築する営
み～」の演題で素晴らしい内容の講演を頂きました。授業中
そそうをしてしまった友がいたとき周りの子どもたちが気付
き、そそうをした友達をやゆしたりはやし立てることもせ
ず、その子をかばい「気分が悪くなったから。」といってそ
の子を保健室に連れて行ったそうです。よく、手がかかる○
○君がいなければクラスは良くなるのにと思いがちですが、
その子がいなくてもそのクラスは良くなりません。「担任の
先生自身が変わらなければだめなんです。」の一言が強く心
に残る講演でした。

11月21日(水)
住民自治協議会 第２ブロック ５地区連絡会　開催
　古牧、三輪、吉田、芹田、安茂里地区の５住民自治協議会
役員及び支所長が出席し第14回連絡会が開催され、生活支援
体制整備事業の現状、事務移行の現状と長野市の対応等につ
いて討議され、各５地区住自協から提出されている案件につ
いて、長野市地域・市民生活部が解決策としてどのような方
針なのか、かなり突っ込んだ質問もあり住民自治協議会審議
されました。来年度は古牧地区が当番で開催予定。

11月24日(土)
松代地区との地域間交流事業
平成30年度 長野市、安茂里

地区住自協共催事業
　今年３年目を迎えた松代地区
との地域間交流事業で、松代地
区を訪問し双方の役員間の交流

会を図りました。第12回アモーレフェスタでは松代甲冑隊及
びエ・コールド松代が参加しイベントを盛り上げてくれまし
た。今回は、豊栄地区の明徳寺の高坂弾正、栗林中将の墓及
び酒飲み弥勒・蛙合戦の池を視察。昼食は、寺町商家にて
「箱膳会食」を味わいました。

10月16日(火)
小田切へ キノコ狩り 実施

(安茂里地区⇔小田切地区 地域間交流事業）
　今年２回目となる小
田切地区とのキノコ狩
り（地域間交流事業）
が実施され、安茂里地
区からは17名が参加し
ました。キノコは大量
に収穫されたのです
が、鑑定の結果そのほ
とんどが食べられない

毒キノコと鑑定され、キノコの識別の難しさを実感しまし
た。今回のキノコ狩りで小田切地区の毒キノコはかなり一掃
され、きれいになったことと思います。錬成センターで開催
された昼食会で相互の交流を図りました。
　今後は６年に一度実施される「御柱時の里挽き」等のイベ
ントには、要請があれば安茂里地区も協力することを約束
し、今年度の地域間交流を終了しました。

清掃中

楽しみながら勉強させてもらいました
さすが関西No.1の落語家でした

おいしい昼食

収穫したキノコの鑑定

第42回 福祉バザー開催

「箱膳」昼食を会食した寺町商家

　今年で３回目となる信更地区住自協との共同主催の「りんご
狩り・葉摘み体験教室」今回も、裾花中学校の生徒・先生・ご
家族の方と安茂里住自協役員が信更地区のりんご園を訪問しま
した。なぜ葉摘みをするのか、上手なりんごの取り方などの指
導を受け、皆それぞれに体験をしました。作業の後は、山々が
色づき始め秋の訪れを感じるりんご園で昼食を頂きました。農
園の方からのご好意でりんごの差し入れもありました。いつも
は何気なく食べていたりんごも、いくつもの工程を経て食卓に
届くことが分かり、美味しさもひとしお。生徒たちからも、感
謝のお手紙がたくさん届きました。
　このように、異なる地域の人たちと協力しながら１つの作業
を成し遂げる場というのは、子どもたちの今後の人間形成にも
役立つことでしょう。地域間交流事業は、今年度が最後という
ことですが、今後も別の形で継続できたらと思いました。

（宮澤　記）

　11月18日（日）、安茂里公民館で「安茂里地区福祉バザー」が開催さ
れました。今年で42回を迎えたバザーは、「あなたの思いやりで福祉の
輪を広げよう！」をテーマに、朝９時の開始から大勢の買い物客で賑わ
い、終了までにのべ約600人が来場、ほとんどの品物を完売することが
できました。今回の総売上1,048,000円は、児童セン
ター・子どもプラザへの助成、福祉活動事業支援基金
など、安茂里地区の福祉活動に役立てていきます。バ
ザーに協力いただいた各事業所様、品物を提供いただ
いた区民の皆さん、準備、販売等にご苦労いただいた
役員各位に厚く感謝いたします。ご協力ありがとうご
ざいました。

リンゴ狩りをする中学生たち

６００余の市民で大盛況な会場

りんご狩り・葉摘み体験教室。（信更地区との地域間交流事業）10/10（水）

健康福祉副部会長  山田 瑞穂

～思いやりとやさしさをもった
　　　　　   助け合える地域づくりを目指して～

子供たちから
届いた感謝の

手紙

子供たちから
届いた感謝の

手紙

〒380-0948 長野市差出南2-8-1
TEL（026）226-0196／FAX（026）228-6284

和光食品工業株式会社
当社はアサヒグループ食品の製造会社です。
業務用粉乳を製造しております。
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10月18日(木)
安茂里住自協、市立安茂里公民館上半期監査 実施

　安茂里住民自治協議会と指定管理している市立安茂里公民
館の上半期（４月～９月末）の監査が実施され、証拠書類・帳
簿及び預金通帳は、いずれも正確であると認められました。

10月27日(土) 
第27回 杏の里 文化講演会 開催

（教育文化部会）
　今年は信濃教育会会長後藤正幸氏を講師にお招きし、「子
どもの生活と学校・家庭・地域社会～心の縁側を増築する営
み～」の演題で素晴らしい内容の講演を頂きました。授業中
そそうをしてしまった友がいたとき周りの子どもたちが気付
き、そそうをした友達をやゆしたりはやし立てることもせ
ず、その子をかばい「気分が悪くなったから。」といってそ
の子を保健室に連れて行ったそうです。よく、手がかかる○
○君がいなければクラスは良くなるのにと思いがちですが、
その子がいなくてもそのクラスは良くなりません。「担任の
先生自身が変わらなければだめなんです。」の一言が強く心
に残る講演でした。

11月21日(水)
住民自治協議会 第２ブロック ５地区連絡会　開催
　古牧、三輪、吉田、芹田、安茂里地区の５住民自治協議会
役員及び支所長が出席し第14回連絡会が開催され、生活支援
体制整備事業の現状、事務移行の現状と長野市の対応等につ
いて討議され、各５地区住自協から提出されている案件につ
いて、長野市地域・市民生活部が解決策としてどのような方
針なのか、かなり突っ込んだ質問もあり住民自治協議会審議
されました。来年度は古牧地区が当番で開催予定。

11月24日(土)
松代地区との地域間交流事業
平成30年度 長野市、安茂里

地区住自協共催事業
　今年３年目を迎えた松代地区
との地域間交流事業で、松代地
区を訪問し双方の役員間の交流

会を図りました。第12回アモーレフェスタでは松代甲冑隊及
びエ・コールド松代が参加しイベントを盛り上げてくれまし
た。今回は、豊栄地区の明徳寺の高坂弾正、栗林中将の墓及
び酒飲み弥勒・蛙合戦の池を視察。昼食は、寺町商家にて
「箱膳会食」を味わいました。

10月16日(火)
小田切へ キノコ狩り 実施

(安茂里地区⇔小田切地区 地域間交流事業）
　今年２回目となる小
田切地区とのキノコ狩
り（地域間交流事業）
が実施され、安茂里地
区からは17名が参加し
ました。キノコは大量
に収穫されたのです
が、鑑定の結果そのほ
とんどが食べられない

毒キノコと鑑定され、キノコの識別の難しさを実感しまし
た。今回のキノコ狩りで小田切地区の毒キノコはかなり一掃
され、きれいになったことと思います。錬成センターで開催
された昼食会で相互の交流を図りました。
　今後は６年に一度実施される「御柱時の里挽き」等のイベ
ントには、要請があれば安茂里地区も協力することを約束
し、今年度の地域間交流を終了しました。

清掃中

楽しみながら勉強させてもらいました
さすが関西No.1の落語家でした

おいしい昼食

収穫したキノコの鑑定

第42回 福祉バザー開催

「箱膳」昼食を会食した寺町商家

　今年で３回目となる信更地区住自協との共同主催の「りんご
狩り・葉摘み体験教室」今回も、裾花中学校の生徒・先生・ご
家族の方と安茂里住自協役員が信更地区のりんご園を訪問しま
した。なぜ葉摘みをするのか、上手なりんごの取り方などの指
導を受け、皆それぞれに体験をしました。作業の後は、山々が
色づき始め秋の訪れを感じるりんご園で昼食を頂きました。農
園の方からのご好意でりんごの差し入れもありました。いつも
は何気なく食べていたりんごも、いくつもの工程を経て食卓に
届くことが分かり、美味しさもひとしお。生徒たちからも、感
謝のお手紙がたくさん届きました。
　このように、異なる地域の人たちと協力しながら１つの作業
を成し遂げる場というのは、子どもたちの今後の人間形成にも
役立つことでしょう。地域間交流事業は、今年度が最後という
ことですが、今後も別の形で継続できたらと思いました。

（宮澤　記）

　11月18日（日）、安茂里公民館で「安茂里地区福祉バザー」が開催さ
れました。今年で42回を迎えたバザーは、「あなたの思いやりで福祉の
輪を広げよう！」をテーマに、朝９時の開始から大勢の買い物客で賑わ
い、終了までにのべ約600人が来場、ほとんどの品物を完売することが
できました。今回の総売上1,048,000円は、児童セン
ター・子どもプラザへの助成、福祉活動事業支援基金
など、安茂里地区の福祉活動に役立てていきます。バ
ザーに協力いただいた各事業所様、品物を提供いただ
いた区民の皆さん、準備、販売等にご苦労いただいた
役員各位に厚く感謝いたします。ご協力ありがとうご
ざいました。

リンゴ狩りをする中学生たち

６００余の市民で大盛況な会場

りんご狩り・葉摘み体験教室。（信更地区との地域間交流事業）10/10（水）

健康福祉副部会長  山田 瑞穂

～思いやりとやさしさをもった
　　　　　   助け合える地域づくりを目指して～

子供たちから
届いた感謝の

手紙

子供たちから
届いた感謝の

手紙

〒380-0948 長野市差出南2-8-1
TEL（026）226-0196／FAX（026）228-6284

和光食品工業株式会社
当社はアサヒグループ食品の製造会社です。
業務用粉乳を製造しております。
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　安茂里地区遺族会は長野市28

地区遺族会の一員として活動し

ており、会員は長野市遺族会全

体で2,027名です。安茂里地区遺

族会の会員数は平成20年度96名

おりましたが、会員の高齢化に

伴い、平成30年度は47名と年々

減少してきております。

　今年は先の大戦が終結してから73年が経過しまし

た。戦争を知らない世代が国民の八割を超える今日

において、先の大戦の記憶の風化が進み、国民は戦

争の悲惨さ、平和の尊さを忘れつつあります。今

我々遺族会に課せ

られた責務は、戦

争の風化を防ぎ、

平和を語り継ぐこ

とであります。戦

争の悲惨さ、平和

の尊さを身を持っ

て体験した我々戦

没者遺族が「二度と戦争をしてはならない。我々のよ

うな遺族を出してはならない。」という声を世界に向

けて発信し続け、恒久平和な社会の実現に向けて、こ

れからも努力し続けていかなければなりません。

　安茂里地区遺族会での平成30年度事業の主なもの

は以下のとおりです。

　１　全国戦没者追悼式に参列

　　　　（８月15日、日本武道館）

　　　今年度参加者なし（昨年度２名参加）

　２　靖国神社昇殿参拝旅行

　　　　（９月５日～６日、茨城県五浦温泉）

　　　３名参加

　３　長野市戦没者追悼式に参列

　　　　（９月28日、長野市芸術館）

　　　約10名参加

　４　長野県戦没者遺族大会参加、追悼式に参列

　　　会長参加

　　　　（10月18日～19日、岡谷市カノラホール）

　５　英霊顕彰及び慰霊法要

　　　長野市仏教協会主催　長野市遺族会法要

　　　　（平成31年３月中旬予定、善光寺）

　「アモーレフェスタ」に先駆け例年行われている

点灯式典が、10月26日午後５時30分から初めて加藤

久雄長野市長が出席し開催されました。安茂里吹奏

楽団のファンファーレに合わせ、長野工業高校生徒

会長玉木稔葉さんと裾花中学校ものづくり部長小口

泰希君によるスイッチイオン。およそ４万個のLED電

球が一斉に点灯し80名の出席者から大きな歓声が上

がりました。

　今年で５年目を迎えたイルミネーション事業は

すっかり安茂里地区の名物に定着し、多くの人達の

楽しみな行事となって

います。今年はLED電

球数とデザインも増強

され一層華やかになり

ました。

　点灯期間は12月27日

まで毎夜５時～９時までで

安茂里地区住民に加え、す

ぐ前を通るJRやしなの鉄道

の電車からも良く見えて通

勤客のみなさんにも楽しん

でいただいています。

　標記事業は今年度新設さ

れた「ながのまちづくり活

動支援金」を活用した事業

です。11月30日（金）には活動発表会が開催され筧

委員長、下村・宮島副委員長が出席し発表しました。

　来年度は、12月10日（月）説明会があり、募集期

間は12月17日から１月18日まで。応募を予定してお

ります。

　好天に恵まれた11月４日（日）安茂里住民自治協

議会主催の「アモーレフェスタ」が安茂里総合市民

センター前の広場を主会場に行われました。地域の

各種団体をはじめ公共機関の応援を得ての大イベン

トで、毎年楽しみにしている皆さんなどで来場者は

2600名余に上りました。

　野外会場では各種軽食販売模擬店がたくさん並

び、販売担当員やボランティア学生の呼び込みが飛

び交いどのコーナーも行列ができる盛況。中でも人

気は「焼きいも」販売で、長野工業高校生の制作に

よる「焼き芋機」の話題性と美味しさで焼くのが間

に合わないほど、400本

を完売しました。また安

茂里消防署・警察署の協

力での火災の煙体験やパ

トカーに触れたりできる

コーナーにも大勢の人が

集まっていました。

　「地域間交流」で参加していただいたのは信更・

松代の両住自協の皆さん。会場に現れた口髭も見事

な甲冑武者に扮した松代住自協役員さんにビック

リ、来場者との記念写真撮影で大人気。信更住自協

の皆さんによる格安価格での野菜・果物販売は大好

評でした。同じ長野市民としての交流もすすみまし

た。

　安茂里公民館２

階の屋内のステー

ジ会場では安茂里

甚句の踊りから始

まり、初出場の安

茂里保育園児のか

わいい体操から小学校・中学校・地域間交流してい

る松代・信更住自協の皆さんの出演と続き、最後は

アンコールで盛り上がった裾花中学校吹奏楽部の演

奏で締めくくりました。

　体育館会場では各種団体の趣向を凝らした展示と

実演など盛沢山、生活に密着した知識も得られるも

のが多く興味ある内容でした。長野工業高校のコー

ナーにも人気が集まっていました。

　主催者側の安茂里住自協は総括責任者の松坂 明

会長、宮崎正文実行委員長をトップに健康福祉部会

はじめとする各部会・各種団体の皆さんが協力。ボ

ランティア参加者を合わせ当日の運営関係者は約

250名という。事前に３回の打合せ会議と開催前日

の会場準備と大変なご負担でフェスタが成り立って

います。関係者も楽しみながらの参加でもあります

が、そのご苦労とご尽力に頭が下がりました。

第12回 アモーレフェスタ 盛大に開催第12回 アモーレフェスタ 盛大に開催
新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます

2019年 亥年

平成30年度長野県戦没者追悼式典平成30年度長野県戦没者追悼式典

安茂里地区遺族会
会長　柳  良治氏
安茂里地区遺族会
会長　柳  良治氏

広報委員長 竹村  記

子供たちに人気の消防・警察車両子供たちに人気の消防・警察車両

開会式で整列した
着ぐるみと甲冑隊（松代）のメンバー

開会式で整列した
着ぐるみと甲冑隊（松代）のメンバー

初出場した安茂里保育園児の体操初出場した安茂里保育園児の体操

高齢化に対応した安茂里地区
介護事業所ネットワーク会議

（あかね会）の展示

高齢化に対応した安茂里地区
介護事業所ネットワーク会議

（あかね会）の展示

長野工業高校コーナーでは
今年は化学実験、プログラミング教室、
電気自動車の展示と試乗コーナーが開設

長野工業高校コーナーでは
今年は化学実験、プログラミング教室、
電気自動車の展示と試乗コーナーが開設

産地直送野菜の販売コーナー産地直送野菜の販売コーナー

野外広場

点灯されたイルミネーション点灯されたイルミネーション 11月30日（金）開催された発表会11月30日（金）開催された発表会
出席した筧委員長と

下村副委員長
出席した筧委員長と

下村副委員長

点
灯
し
た
玉
木
稔
葉
さ
ん（
長
野
工
業
高
校
生
徒
会
長
）と

小
口
泰
希
君（
裾
花
中
学
校
も
の
づ
く
り
部
長
）

イルミネーション点灯式 華やかに
10月26日（金）

広報委員長 竹村 彰正

安茂里地区遺族会の取り組みについて
会長　柳　良 治

シリーズシリーズシリーズシリーズ構成団体


