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児童生徒の健全育成を進める会開催
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ࠉᖹᡂᖺᗘᘬ
ࡁ⥆ࡁᖺᗘࡶ㛗
㔝ᕷᩍ⫱ጤဨᐙ
ᗞᆅᇦᏛࡧࡢㄢᣦ
ᑟ ᑠụⱥᶞ

小池英樹先生の講話

主催者席

来賓席

ඛ⏕ࢆ࠾ᣍࡁࡋ࡚

ࠉࡲࡓࠊᆅᇦࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ

ࠕᐙᗞᆅᇦࡢᩍ
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⫱ຊᚋࡢྲྀࡾ

ࡿඣ❺⏕ᚐࡢάືⓎ⾲ࡣ〈ⰼ

⤌ࡳࠖ㢟ࡋ࡚ㅮヰࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

ᑠᏛᰯࡀᙜ␒ᰯ࡛ࠊ㸯ᖺ⏕ࢆ

۵ᐙᗞᆅᇦࡢᩍ⫱ࡣ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ

㏄࠼ࡿࠊ㸴ᖺ⏕ࢆ㏦ࡿࠊ

۵Ẽ࡞ࡿᏊࡶࡢጼ

࣏ࣉࣛ⚍࡞ࡢඣ❺άືࠊ

۵ᚋࡢᐙᗞᆅᇦࡢྲྀࡾ⤌ࡳ

࣏ࣉ࣐࣮ࣛࢳࣥࢢࣂࣥࢻࡸྜၐ㒊ࡢㄢእάືࡢᵝ

࠸࠺㸱ࡘࡢほⅬࡽ㈨ᩱᇶ࡙ࡁㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓ

Ꮚࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࡼࡗ࡚Ⓨ⾲ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ≉

ࡔࡁࠊኚຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋୡ㛫୍⯡ࡢேࡓ

࣏ࣉ࣐࣮ࣛࢳࣥࢢࣂࣥࢻࡢά㌍ࡣ┠ࢆぢᙇࡿࡶ

ࡕࡀ᭱ࡶ┠ࢆྥࡅ࡚ᑐฎࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞

ࡢࡀ࠶ࡾࠊᅜ࡛ࡶኚ❧ὴ࡞₇ᢏࢆᢨ㟢ࡋ

࠸ࡇࡣࠊᏊ౪ࡓࡕࡀேࡢ㛵ࢃࡾࡀᕼⷧ࡞ࡗ

࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠋ┴ෆ࡛ࡶᏛᰯ㛫࡛➇࠸ྜ࠼ࡿ⎔ቃ

࡚࠸ࡿ࠸࠺⌧ᐇࡔ࠸࠺ࠋྛᐙᗞ࠾࠸࡚ࡶᐙ

ᩚഛࡀษ࡛ࠊᚋࡉࡽ࡞ࡿࣞ࣋ࣝࢵࣉ⤖ࡧ

᪘ྠኈࠊᆅᇦ♫࠾࠸࡚ࡶࡶࡗேᏊ౪ࡓ

ࡘࡅࠊᆅᇦࡽࡶ୍ᒙ

ࡕࡀゐࢀྜ࠺㛫ࡀᚲせ࡞ࢇࡔᨵࡵ࡚③ឤࡋ

ࡢ⛠㈶ࡢኌࡀ⪺ࡇ࠼࡚

ࡲࡋࡓࠋ

ࡃࡿࡼ࠺࡞ࡿࡇࢆ

当番校 裾花小学校
酒井校長のあいさつ

ᮃࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ
発表する裾花小学校生徒

ࠉࡇࡢࡀᏳⱱ㔛ࡢᏊ
౪ࡓࡕࡀࡸ࡛
࡞ᡂ㛗ࢆࡍࡿࡁࡗࡅ
࡞ࢀࡤ㢪࠺ࡤࡾ

布目市議会議員
祝辞
久保田副会長のあいさつ

生出市議会議員
祝辞

࡛ࡍࠋ
熱心に聴講する市民
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７月４日(火)

までの
６月中旬から７月下旬

主な行事と出来事
６月13日(火)
安茂里地区における男女共同参画に関する
取り組み状況について

ࠉ㛗㔝ᕷ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭࣥࢱ࣮ ᒣᬛ㔛ㄢ㛗⿵బࠊ⃝ṇ
๎ಀ㛗ࡀ᮶ᡤࡋࠊᏳⱱ㔛ᆅ༊ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ≧ἣࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ
ࢆཷࡅࡿࠋᯇᆏ㛗ࠊすᒣᨭᡤ㛗ࠊົᒁ㛗ࡀᑐᛂࠋዪᛶ༊
㛗ࡀ࡞࡞ㄌ⏕ࡋ࡞࠸⌧≧ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࠊࢺࢵࣉᙺ
ဨ࡛࡞ࡃ࡚ࡶᐇ㝿ࡢ㐠Ⴀࡣࠊᐇ㉁ዪᛶࡀ࣮ࣜࢲ࣮ࡋ࡚ά
㌍ࡋ࡚࠸ࡿᐇែࡀከࡃ࠶ࡿ⌧≧ࡶేࡏ࡚ሗ࿌ࠋ

午前11時10分 土砂災害避難勧告発令
ࠉ㏆ᖺ㸱ᅇ┠࡞ࡿ㑊㞴່࿌ࡀఀໃᐑ㸯┠ୡᖏࠊᏳⱱ㔛
ୡᖏࠊᐑἈୡᖏࠊᑠᰘぢୡᖏࠊᖹᰘୡᖏࠊᖹᰘྎ
ୡᖏⓎ௧ࡉࢀࠊ〈ⰼయ⫱㤋ࡀ㑊㞴ᡤᣦᐃࡉࢀ㸰ྡࡀ㑊
㞴ࠋᖾ࠸ࡁ࡞⅏ᐖࡣⓎ⏕ࡏࡎศゎ㝖ࠋᏳⱱ㔛ࡣࠊᅵ
◁⅏ᐖ༴㝤⟠ᡤࢆከࡃᢪ࠼ࡓᆅᇦࡔࡀࠊᙜࡢ≧ἣࡽุ᩿
ࡋࠊ༶㑊㞴່࿌ࡢⓎ௧࡛ࡣ࡞ࡃ㑊㞴‽ഛሗ⛬ᗘ࡛ࡼࡗࡓ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓⓎ௧ࡉࢀࡓᆅᇦࡢ≉ᐃࡀࠊ༊㛗࡛ࡶศࡾ
ࡃࡃᑐᛂᡞᝨ࠸ࡀ⏕ࡌࡓࠋᚋࡣࠊ⾜ᨻ༊༢ࡢⓎ௧ཬࡧ
༴㝤ࡀ㏕ࡗ࡚࠸ࡿணࡉࢀࡿ⟠ᡤࡢ࣐ࢵࣉࢆᨭᡤ㏦ಙ
ࡋࠊ࠸ࡕ᪩ࡃ༴㝤ᆅᇦࡀ࿘▱࡛ࡁࡿ➼ࡢᡭẁࢆㅮࡎࡿ➼ࡢせ
ᮃࢆ㛗㔝ᕷᥦฟࠋ
ࠉ࡞࠾㸵᭶᪥ 㔠 ༗ᚋ㸶ศᑠᕷ㸱┠ࠊ㸲┠ୡ
ᖏᅵ◁⅏ᐖ㆙ᡄࡢࡓࡵ㑊㞴່࿌ࡀⓎ௧ࡉࢀᑠᕷබẸ㤋
㸵ྡࡀ㑊㞴ࠋ㛫ࡶ࡞ࡃゎ㝖ࡉࢀ⿕ᐖሗ࿌ࡣ࡞ࡋࠋ

７月７日(金)
安全部会視察研修 実施

６月20日(火)
平成29年度 第1回イルミネーション実行委員会 開催
ࠉ㛗㔝ᕤᴗ㧗ᰯ⏕ᚐࠊ〈ⰼ୰Ꮫᰯࡶࡢ࡙ࡃࡾ㒊ࠊఫ⮬༠
බẸ㤋ྵࡴ ጤဨ࡛ᵓᡂࡍࡿᶆグᐇ⾜ጤဨࡀ㛤ദࡉࢀࠊ
࣑ࣝࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢタ⨨᪥ࡣࠊ᭶᪥ ᅵ ࠊⅬⅉᘧࡣࠊ
᭶᪥ 㔠 ࠊⅬⅉᮇ㛫ࡣ᭶᪥ 㔠 ࡲ࡛ࠊ᧔ཤ᪥ࡣࠊᖹ
ᡂᖺ㸯᭶㸴᪥ ᅵ ᐇࡍࡿࡇࡀỴᐃࠋᖺࡽ㜵≢
ⅉ /(' ⏝ࡢ㟁※ࡋ࡚ࢯ࣮࣮ࣛࣃࢿࣝࢆᖺ㛫㏻ࡋ࡚タ⨨࡛
ࡁࡿࡼ࠺㛗㔝ᕷせᮃࡋࠊྠࡋࡗࡾࡋࡓᯫྎྲྀࡾ
ࡅࠊᖺ㸰ᅇ⛬ᗘᏳⅬ᳨ࡶᐇࡋࠊᏳ⟶⌮ᚰࡅࡿ
ࡶ࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࡢ
᭷ຠ⏝ࢆ
ᅗࡾࡓ࠸
ᛮࡗ࡚࠸ࡲ
平成29年度イルミネーション設置実行委員
ࡍࠋ

６月23日(金)
長野市都市整備部都市政策課が
相生橋の架け替え状況について 来訪
ࠉ㛗㔝ᕷ㒔ᕷᨻ⟇ㄢ㎘⿵బࠊ୰ᮧಀ㛗ࠊ⥥㈏ᰝࡀ┦⏕ᶫࡢ
ᯫࡅ᭰࠼㛵ࡍࡿ㐍ᤖ≧ἣࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂᮶ᡤࠋᯇᆏ
㛗ࠊ⸨ཎᑠᰘぢ༊㛗ࠊすᒣᨭᡤ㛗ࠊᑠᯘົᒁ㛗ࡀᛂᑐࠋ㸵᭶
᪥ࡢ༊㛗㐃⤡࡛ࡶㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊ㸷᭶㸴᪥㸦Ỉ㸧ᑠᰘぢබẸ
㤋࡛ఫẸㄝ᫂ࢆᐇࡍࡿࡇࡀỴᐃࠋ

６月26日(月)
第1回一芸ボランティア運営委員会 開催
ࠉ㛗㔝ᕷᆅᇦࡸࡿẼᨭ⿵ຓ㔠ࢆά⏝ࡋࡓ㸰ᖺ┠ࡢᴗ
࡛ࠊ㐠Ⴀጤဨ㛗ᗣ⚟♴㒊㛗ࠊጤဨ㛗ࠊᆅᇦ⚟♴
࣮࣮࣡࢝㸰ྡࠊ
Ᏻⱱ㔛ᨭᡤ㛗⿵బࠊ
ົᒁ㛗ࡀ╔௵ࠋ
ᚋ
ᴗ㐠ႠࡣࠊᏳⱱ㔛ᆅ༊࣎ࣛࣥࢸࢭࣥࢱ࣮ࡀ❆ཱྀ࡞
ࡾࠊ
ᆏᡞᆅᇦ⚟♴࣮࣮࣡࢝ࡀᢸᙜࡍࡿࡇࡀỴᐃࠋ
ࠉᖺࡣࠊⓏ㘓⪅ࡢ☜ㄆཬࡧ㏣ຍເ㞟ࠊⓏ㘓⪅ࡢ⤂ཬ
ࡧᶵ㛵ㄅࡢⓎ⾜➼ಶேሗࡢᢅ࠸ࢆ༑ศὀពࡋ࡞ࡀࡽ✚
ᴟⓗᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋ

６月30日(金)
ラジオ体操講座 開催 (健康福祉部会)
ࠉᖺዲホࡔࡗࡓࣛࢪ࢜య᧯ㅮᗙࡔࡀᖺࡶ⣙ྡࡀཧຍࡋ㛤ദࠋ

ࠉྡࡀཧຍࡋࠊ㛗㔝ᕷ୰ኸᾘ㜵⨫ᯇ௦ࡢ㧗㏿ᶵື㝲ࢆどᐹࠋ
᪂⠏ࡉࢀࡓ୰ኸᾘ㜵⨫ࡣࠊᅜ࡛ࡶ⌋ࡋࡃᒇෆカ⦎ᡤࢆᩚഛࡋ࡚
࠸࡚ࠊᐇ㝿ࡢカ⦎㢼ᬒࡶどᐹ࡛ࡁࠊឤືⓗ࡛ࡋࡓࠋ

７月11日(火)
うたごえ喫茶in安茂里 開催（健康福祉部会）
ࠉ‽ഛࡋࡓ᳔Ꮚᖍࡀ‶
ᖍ࡞ࡾ┒ἣࠋẖᅇᴦࡋ
ࡳࡋ࡚࠸ࡿᕷẸࡀከࡃ࠸
࡚࠺ࢀࡋ࠸㝈ࡾ࡛ࡍࠋ
ࠉḟᅇࡣࠊᖹᡂᖺ㸰᭶
㛤ദࢆணᐃࠋ

満席となったうたごえ喫茶

７月13日(木)
環境部会視察研修 実施
ࠉྡࡀཧຍࡋࠊ≏ᕝίỈሙࠊΎᤲࢭࣥࢱ࣮ࢆどᐹࠋྠ㛤ദࡉ
ࢀࡓ㒊࠾࠸࡚㛗㔝ᕷࡽࠊྛ
ᆅ༊࡛ᖺ㸰ᅇᐇࡋ࡚࠸ࡿࢦ࣑ࢮ
ࣟ㐠ື㞟✚ࡋࡓởἾ➼ࡢฎ
⌮᪉ἲࡘ࠸࡚ࠊࣃࢫࢣࢆ⏝
ࡍࡿ᪉ἲᚭᗏࡍࡿࡼ࠺ࡢせ
長野市清掃センター視察
ᮃࡀ࠶ࡗࡓࠋ

７月14日(金)
安茂里地区の学校長と安茂里住自協との交流会 開催（健全育成部会）
ࠉᏳⱱ㔛ᆅ༊ࡢᏛᰯ㛗㸦ᕤᴗ㧗
ᰯࠊ
୰ᏛᰯࠊᑠᏛᰯ㸧
Ᏻⱱ㔛ᆅ༊
ఫẸ⮬༠㆟ ⫱ᡂ㒊ཬ
ࡧᙺဨࡢពぢࡀ㛤ദࡉ
ࢀࠊ⅏ᐖࡢᑐᛂ᪉ἲཬࡧ➨ᅇ 安茂里地区学校長との意見交換会
࣮ࣔࣞࣇ࢙ࢫࢱࡢ༠ຊ౫㢗
㛵ࡍࡿ௳࡞ࡘ࠸᳨࡚ウࡉࢀኚ᭷ຠ࡞ពぢ࡞ࡗࡓࠋ

７月24日(月)
平成29年度 支所発地域力向上支援金事業選考委員会 開催
ࠉᖺࡣࠊᕪฟ༊ࠊᖹᰘ༊ࡽࡣ㜵⅏ᗜࡢ㉎ධ࣭タ⨨ࠊᑠᕷ
ᅋᆅࡽⓎ㟁ᶵࡢ㉎ධࠊᅬἈ༊ࡽ⣡ᗜཬࡧࢫ࣮ࣟࣉࡢ㉎ධ࣭
タ⨨ࠊᑠᕷ༊ࡽࢫ࣐࣮ࣝ࣎ࣜࣥࢢ⏝ලࡢ㉎ධࡢせᮃࡀฟࡉࢀࠊ
㑅⪃ጤဨࡀᑂᰝࡋࡓ⤖ᯝᖺࡣࠊᕪฟ༊ࠊᑠᕷᅋᆅ༊ࠊᖹᰘ༊
ཬࡧᑠᕷ༊ࡢせᮃࡀ᥇ᢥࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

７月27日(木)
第11回アモーレフェスタ実行委員による第1回実行委員会 開催
ࠉᶆグ➨㸯ᅇᐇ⾜ጤဨࡀ㛤ദࡉࢀࠊ᪂ᙺဨཬࡧண⟬ࡀᥦ♧ࡉࢀࠊ
ᖺᗘࡢ࣮ࣔࣞࣇ࢙ࢫࢱᴗࡀ࠸ࡼ࠸ࡼࢫࢱ࣮ࢺࢆษࡾࡲࡋࡓࠋ
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Ẑဃ ૅ ੲ˳Сૢͳʙಅẑஜ  ႎỆἋἑὊ
Ẑဃૅੲ˳СૢͳʙಅẑஜႎỆἋἑ
ὊἚ
Ἒ
長野市介護保険課長
ࠉᅜⓗᑡᏊ㧗㱋
ࡀ㐍ࡴ୰࡛ࠊᅋሢࡢ
ୡ௦ࡀᚋᮇ㧗㱋⪅࡞
ࡿᖺྥࡅࠕᆅᇦ
ໟᣓࢣࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆ
南京玉すだれを楽しむ
ᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀᚲせ
伊勢宮地区のお茶のみサロン
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡑࡢࡓࡵࠊㆤಖ㝤ไᗘᨵṇࡼࡾࠊ㧗㱋⪅ࡢᨭ࠼ྜ
࠸ࡢάືࡸㆤண㜵ࡢάືࢆᗈࡵ࡞ࡀࡽ᪥ᖖ⏕άୖࡢᨭ
యไࡢᐇࡸᙉࠊάືࡢᢸ࠸ᡭ࡞ࡿࡇ➼ࢆ㏻ࡌ
ࡓ㧗㱋⪅ࡢ♫ཧຍࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࠕ⏕άᨭయไᩚഛ
ᴗࠖࢆᐇࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠉ㛗㔝ᕷ࡛ࡣࠊࡇࡢᴗࢆᮏᖺᗘࡽᕷⓗྲྀࡾ⤌ࡴ
᪉㔪࡛ࡍࠋ
ࠉྛᆅ༊ఫẸ⮬༠㆟
ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁ
࡞ࡀࡽࠊ㧗㱋⪅ࡢᨭ࠼
ྜ࠸άື࡙ࡃࡾ➼ࢆ⾜
࠺ࠕ⏕άᨭࢥ࣮ࢹ
ࢿ࣮ࢱ࣮ࠖࡢᙺࢆᆅ
大正琴の演奏を楽しむ
ᇦ⚟♴࣮࣮࣡࢝ࡉࢇ
小柴見地区お茶のみサロン出席者
ᢸࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡾࠊ
ᆅᇦ⚟♴࣮࣮࣡࢝ࡉࢇ୍⥴࡞ࡗ࡚ᨭ࠼ྜ࠸άື࡙ࡃ
ࡾ➼ᦠࢃࡿࠕ᳨ウࠖࡢタ⨨ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
日

５
８月土
《信州裾花彩鳥太鼓》が出演
） 第14回 信更夏まつりに
（

ࠉ 㸶᭶㸳᪥㛤ദ
ࡉࢀࡓಙ᭦ᆅ༊
ࡢኟ⚍ࡾᏳⱱ
㔛 ᆅ༊ ࡽࡣࠊ
ࠓಙᕞ〈ⰼᙬ㫽
堂々と迫力満点の演技を披露する ኴ㰘ࠔࡀᣍᚅࡉ
堂々と迫力満点の演技を披露する
《信州裾花彩鳥太鼓》 ࢀຊᙉ࠸₇ᢏࢆ
ᢨ㟢ࡋࠊほ⾗ࡽ႑㔗ࢆᾎࡧࡲࡋࡓࠋᙜ᪥ࡣࠓᏳⱱ㔛྿ዌᴦ
ᅋࠔࡶฟ₇ࡋࠊಙ᭦ᆅ༊ࡢኟ⚍ࡾࢆ୍ᒙ┒ࡾୖࡆࡲࡋࡓࠋ

今後の主な予定
９/10（日）午後１：00〜「ふれあいコンサート2017」開催

下條

正雄

ࠉᏳⱱ㔛ᆅ༊ఫẸ⮬༠㆟࡛ࡶࠊᮏᖺᗘࡽᕷ༠ാ
ࡋ࡚ࠕ⏕άᨭయไᩚഛᴗࠖࢆᐇࡍࡿࡓࡵࠊᆅᇦ
⚟♴࣮࣮࣡࢝ࢆᖖయไࡀྍ⬟࡞㸰ྡቑဨࡋࠊయไࢆ
ᙉࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠉᏳⱱ㔛ᆅ༊࡛ࡣࠊࠕ➨㸰ᮇᏳⱱ㔛ᆅ༊ࡲࡕ࡙ࡃࡾィ
⏬ࠖࠊ㌟㏆࡞ᆅᇦ࡛⮬
↛࡞Ẽᣢࡕ࡛ᨭ࠼࠶࠺ࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆ
┠ᣦࡍࠕᨭ࠼࠶࠺࣭ ຓࡅ
ྜ࠺ࠖάືࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ
୰㧗㱋⪅ࡢ⏕άᨭࡢ
ラジオ体操で健康に
ࡓࡵࡢάືࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠉࡲࡓࠊὶࢆ㏻ࡌࡓఫẸࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆษࡋ࡚ࠊᏳ
ⱱ㔛ឡ╔ࢆᣢ࡚ࡿὶࡢᶵࡸሙ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ࠕࢃࡿ࣭ࡘ࠺ࠖάືࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ୰㧗㱋⪅ࡢ㏻࠸
ࡢሙ࡙ࡃࡾࡢάືࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠉࠕ⏕άᨭయไᩚഛᴗࠖࡣࠊࡇࢀࡽࡢάືࢆ
ᐇࠊᙉࡋ࡚ㆤண㜵ࡶᙺ❧࡚࡚࠸ࡓࡔࡃࡇࢆ㐍ࡵ
ࡿᴗ࡛ࡍࠋ
ࠉᖺྥࡅ࡚㧗㱋⪅ࡢⓙࡉࢇࡀᅔࡾࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿ
ࡼ࠺ຓࡅ࠶ࡗࡓࡾࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㛗ࡃඖẼ࡛ᬽࡽࡏࡿࡓࡵ
ࡢㆤண㜵ࡢάືཧຍࡍࡿࡇ࡛ࠊఫẸࡢⓙᵝࡀ┠ᣦ
ࡍᆅᇦ࡙ࡃࡾࡀ࡛ࡁࡲࡍࡼ࠺ࠊࡇࡢᴗࢆ㏻ࡌ࡚ᕷࡶ
ᨭࡋ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
講演会開催のお知らせ
フードジャーナリスト・食文化研究家
む かさ ち え こ
向笠 千恵子氏に次のタイトルで講演会を開催します。

『朝ごはんから日本の食を見つめる
〜朝の一食一会の“いのち”〜』
講演会開催日時

９月16日（土）午後２時から約１時間半程度

平成29年
開催会場

安茂里公民館 ２階 集会室
（ステージ側）
＜向笠千恵子氏のプロフィール＞
東京日本橋生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。日本の本物の味、安心でき
る食べ物、伝統食品づくりの現場を知る第一人者。

長寿日本一の長野県。その長寿を支えている原動力は、毎日と
る食事の割合がかなり占めています。しかし、近年は若者や子供
（教育文化部会・安茂里公民館共催）
たちが様々な要因から朝食をとらないことがあります。そこで、朝
10/27（金）午後５：30〜 イルミネーション点灯式典
食をとらないデメリットと、朝食をとる大切さを再認識するとともに
11/５（日）午前９：30〜 第11回アモーレフェスタ 開催
健康で長生きできる身体づくりのコツをアドバイスします。
多くの市民の皆様が聴講されることを期待しています。

９/27（水）午前 8：50〜「安曇野巡りと穂高神社のお船祭り」見学

11/19（日）午前９：00〜 第41回福祉バザー 開催

11/29（水）午前９：00〜 ノルディックウォーキング講習会 開催

共催事業／長野市消費生活センター・安茂里地区住民自治協議会

第36号

平成29年９月１日

シリーズ

地域の イベント
区創設50周年記念 第50回伊勢宮区民運動会
〜心ひとつに つなごう希望のたすき〜
ఀໃᐑබẸ㤋㛗ࠉᑠ

ᯘ ࠉ ᘅ

ࠉṔྐఏ⤫࠶ࡿ༊Ẹ㐠ືࡣఀໃᐑ༊ࡢタ
ඹṌࡳᅇࢆ㏄࠼ࡲࡋࡓࠋᖺ〈ⰼ୰Ꮫᰯ
ᗞࢆ࠾ࡾࡋࠊ➨㸯ᅇࡀ㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋ⪁
ⱝ⏨ዪࡢṤࡢ༊Ẹࡀཧຍࡋయຊቑ㐍ぶ╬ࢆ┠
ⓗ✀┠ࡢ➇ᢏࡀ⾜ࢃࢀࠊ௨᮶ᆅ༊ᑐᢠࡼࡿ
➇ᢏ࣭ᛂྜᡓࡣኚ࡞┒ࡾୖࡀࡾࢆぢࡏࡓࡢ
グ㘓ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠉᖹᡂධࡾࠕᗂඣࡽ㧗㱋⪅ࡲ࡛ࡀཧຍ࡛ࡁࠊ
༊Ẹࡢゐࢀྜ࠸ࡢሙࡋ࡚᭱㐺ࡢ㐠ືࡢⅆࡣ⤯
ࡸࡉ࡞࠸࡛ࠖࡢ༊Ẹࡢ㢪࠸࡛ࠊ௨㝆ࡣᆅ༊ᑐᢠ
ࢆࡸࡵㄡ࡛ࡶཧຍ࡛ࡁࡿࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛኚ᭦ࠊᖺࡽ
ࡣࠊఀໃᐑබᅬ࡛㛤ദࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ➨ᅇ㐠ືࡣ᭶᪥
㛤ദࠊ๓᪥ࡲ࡛⥆࠸ࡓ㞵
ࡢᙳ㡪࡛බᅬࡣࡠࡿࡴ᭱
満員電車 ᝏࡢࢥࣥࢹࢩ࡛ࣙࣥࡋࡓࡀ

乗合タクシー 安茂里線
ࠉྜࢱࢡࢩ࣮ࠕᏳⱱ㔛⥺ࠖࡣࠊ㐠⾜㛤ጞࡽ㸳ᖺࡀ⤒
㐣ࡋࠊ
ࠕᆅᇦࡢ㊊ࠖࡋ࡚ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉඛ᪥ࠊᕷࡢ㏻ᨻ⟇ㄢࡽྜࢱࢡࢩ࣮ࡢ⏝ᐇ⦼
➼ࡘ࠸࡚ఫẸ⮬༠㆟ሗᥦ౪ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࡑࢀࡼࡿࠊ⏝ᐇ⦼➼ࡣ⾲㸯ࡢ࠾ࡾ࡛ࠊ⏝⪅ᩘ
ࡣᶓࡤ࠸≧ែࠊẖᖺࡢබ㈝㈇ᢸ㢠ࡣᙅ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡍࠋ
表１ 利用実績等 （平成26〜28年度の平均）
１日当たりの利用者数

25人

１便当たりの利用者数

2.5人

年間公費負担額

193万円

ࠕ༊タ࿘ᖺグ
ᛕࡔࠋ⤯ᑐᡂຌ
ࡉࡏࡿࠖࡢᛮ࠸࡛
ᙺဨဨࡀ୍
࡞ࡾ‽ഛࠊ㢪࠸ࡶ
みんなで踊ろう
ྔ࠸ᛌᬕᜨࡲࢀ
⣙ྡࡢཧຍࢆᚓ࡚┒㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉ⪁ⱝ⏨ዪဨཧຍࢆྜゝⴥ✀┠ࡢ➇ᢏࠊ༊
㛗ࡢタグᛕࡌࡷࢇࡅࢇࠊᅬඣపᏛᖺࡢ‶ဨ㟁
㌴ࠊ᮶㈱࣭㛗ᑑࡼࡿ‶Ỉ࣮ࣜࣞࠊᑠᏛ⏕ࡢࣃ
ࣥ㣗࠸➇த࣭⦖㊴ࡧࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࠊே୕⬮ࠊ
ࣥࣂࣛࣥࢫ࡞ᒚ≀ὀពࠊࡣࡓࡦࢁ࠸➼ࠊࢽࢥࢽࢥ
➗㢦࡛㉮ࡿᑠᏛ⏕ࠊඖẼ⋢ධࢀࡍࡿపᏛᖺ࣭㛗
ᑑࡢⓙࡉࢇࠊ┿ࢦ࣮ࣝࢆ┠ᣦࡍࣃࣃ࣐
࣐ࠊໃ࠸వࡾࢦ࣮ࣝ┤๓࡛㌿ಽࡢࣁࣉࢽࣥࢢࠊᏳ
ⱱ㔛⏒ྃࡸಙ⃰ࡢᅜࡢ㋀ࡾࠊ➇ᢏࡍࡿே࣭ᛂࡍ
ࡿேࡀ࠾࠸ࢻ࢟ࢻ࣭࢟࣡ࢡ࣡ࢡࠊ༊Ẹࡀ
ࠕ㍯࣭࣭⤎࣭➗㢦ࠖࢆయ⌧ࡋࡓ୍᪥࡛ࡋࡓࠋ

履物注意

紅白玉入れ

地域の足を利用しましょう
ࠉᚋ࠾࠸࡚ࠊ⏝⪅ࡀῶᑡ
ࡋ࡚࠸ࡃ㊰⥺ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃ
ࡢᨭ㞀ࡀฟ࡚ࡃࡿࡇࡶᐃ
ࡉࢀࡲࡍࠋ
ࠉᆅᇦࡢⓙᵝࡣᘬࡁ⥆ࡁ⥅
⥆ࡋ࡚⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ
࠺ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
◎安茂里線の運行日：月曜日、水曜日、金曜日の３日間
乗車定員９人のジャンボタクシー
◎運 賃：大人200円、小学生100円、おでかけパス
ポート利用者110円
◎運行ルート：安茂里駅からバスターミナル間を運行
日に５往復しています。

