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新年あけましておめでとうございます
安 茂 里地区防犯協会が受賞
里地 区防犯 協会 が受賞

安全部会副部会長

美谷島 俊久（防犯指導員）

ࠉከᖺࢃࡓࡾᏳ࡛Ᏻᚰ࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾ㈉⊩ࡋࡓຌປ
࡛㛵ᮾ⟶༊㆙ᐹᒁ㛗㛵ᮾ㜵≢༠㐃⤡༠㆟㛗ࡽ⾲
ᙲࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ
ࠉࡇࡢྡࡣࠊ㆙ᐹࡸఫ⮬༠➼ⓙᵝࡢࡈᣦᑟࡈᨭࡢ
ࠊඛ㍮㜵≢ᣦᑟဨࡢᑾຊࡢ㈷≀࡛ࡍࠋࡇࡇࡈሗ࿌
῝⏒࡞ࡿឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࠊᚋࡶᏳⱱ㔛ࡢྡ⏤᮶࡛࠶
ࡿࠕᏳࡽࡅࡃⱱࡿ㔛ࠖࡢᏳ࣭Ᏻᚰࡼࡾ୍ᒙᐤࡋࡓ
࠸Ꮡࡋࡲࡍࠋ
ࠉᙜ༠ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᖺ㛗Ỉ㜵≢༠㛗㈹ࠊᖹ
ᡂᖺ㛗㔝┴㆙ᐹᮏ㒊㛗㛗㔝┴㜵≢༠㛗㐃ྡࡢ⾲
ᙲ≧ࡢ㸰ᅇཷ㈹ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௨ᚋᖺࡪࡾ㸱ᅇ┠ࡢཷ㈹
࡞ࡾࡲࡍࠋ

好天に恵まれ 第11回アモーレフェスタ 開催
ࠉ ᭶㸳᪥㸦᪥㸧ᯇᆏ㛗ࡢࠕ࣮ࣔࣞࡣࢱࣜㄒ࡛ឡ
ࡍࡿࠊ࣮ࣔࣞࣇ࢙ࢫࢱࡣឡࡍࡿࠊឡࡍࡿࠊឡࡍࡿ࠾⚍
ࡾ㸟ࠖࡢᣵᣜ࡛➨  ᅇ┠ࡢ࣮ࣔࣞࣇ࢙ࢫࢱࡣጞࡲࡗࡓࠋ
ᙜ᪥ᮅ᪉ࡇࡑ㸰ࠊ㸱ᗘ෭࠼㎸ࢇࡔࡀࠊ᪥୰ࡣ᪥ᕪࡋࡀ
ࡃឤࡌࡿ࠾⚍ࡾ᪥  ேࢆ㉸࠼ࡿ࣮ࣔࣜࣖࣀࡀ
ྛࢥ࣮ࢼ࣮ࢆゼࢀ࣋ࣥࢺࢆᴦࡋࢇࡔࠋ
ࠉ〈ⰼయ⫱㤋ࡢධሙ⪅
ࡣࠊྡᖺࡼࡾ
ྡከࡃ࡞ࡗࡓࠋᖺ
ࡣࠊ㛗㔝୰ኸ㆙ᐹ⨫ࡢ
༠ຊ࡛⮬㌿㌴ࢩ࣑ࣗ
࣮ࣞࢱ࣮ࡀ᪂ⓏሙࠋᏊ
౪ࡓࡕࡢேẼࢆ㞟ࡵ࡚
自転車シミュレーターの順番を待つ子供たち
࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࠉᏳⱱ㔛බẸ㤋࡛ࡢࢫࢸ࣮ࢪⓎ⾲࡛ࡣࠊᒣ⋤ᑠᏛᰯࡢ
ࠕࡼࡉࡇ࠸㋀ࡾࠖ㛗㔝ᕤᴗ㧗
ᰯ྿ዌᴦ⌜ࡀึཧຍࡋࠊࡲࡘࡾ
ࢆ┒ࡾୖࡆࡲࡋࡓࠋ
ࠉᒇእᗈሙ࡛ࡣࠊ᪥㡭ࡣ㐲ࡃ
ࡽ═ࡵ࡚࠸ࡿࠕᾘ㜵㌴ࠊࣃࢺ
初出場した山王小学校
࣮࢝ࠖゐࢀࡓࡾࠊ↮ᕳࢀ
よさこい踊り
ࡿయ㦂ࢆࡋࡓࡾࠋᏊ౪ࡓࡕࡼ

初出場
長野工業高校
吹奏楽班

広報委員長

西村 高貴（平柴区長）

ࡿ✵ᡭ㐨ࡢ₇⯙
ࡣྍឡࡗࡓࠋ
┠⋢ࡣ㛗ᕤ࢜ࣜ
ࢪࢼࣝࠕ⸅〇
ᶵࠖࡢ㝈ᐃ㈍
ࠊᛂເ⪅ࡀከ
ᩘᢲࡋᐤࡏΰ
焼き芋機を作成した長野工業高校
清水先生を囲んだ機械科の生徒たち
ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ᢳ㑅
᪉ᘧࢆ᥇⏝ࡋࠊேࡀᖾ㐠ࢆᑕṆࡵࡲࡋࡓࠋ
ࠉ㍍㣗ࢥ࣮ࢼ࣮࡛ࡣࠊ㛗㔝ᕤᴗ㧗ᰯᶵᲔ⛉⏕ࡢㄢ㢟ᤵᴗ
࡛సᡂࢆ౫㢗ࡋࡓ㸰ྎࡢ↝ࡁⰞᶵࡀά㌍ࠋ
ࠉ≏ᕝίỈሙࡢࣆࢫࢺࣥ㍺㏦⏝ࡢࢩࣕࢺࣝࣂࢫࡀ฿
╔ࠊࡗᗈࡀࡿே㎸ࡳࠊࠕ↝ࡁⰞ࠸ࡀ࣮ࡍ㸟ࠖ〈
୰ࠊ㛗ᕤ⏕ࡢࡧኌࡀ㡪ࡃࠋᮏࡢࢧࢶ࣐ࣔࢆ༗๓୰
᪩ࡃࡶࠋࡑࡢࠊࢺࣥỒࠊ࠾ࡂࡾࠊ⥥࠶ࡵ࡞
⾜ิࡢ┒ࡾୖࡀࡾࠋ᭱ᚋṧࡗࡓ࠸࡞ࡾᑑྖ⌜ࡢ⇕࠸
ࡾ㎸ࡳࠊࡑࢀࡌࡷ࠶࠾ᅵ⏘ồࡵࡿேࡀ⥆ࠎࠋ
ࡾษࡗࡓ‶㊊ឤᮇࡏࡎࡢṓࠊṓࠊṓࡀࡁ㉳ࡗ
࡚࠸ࡓࠋ
ࠉ༗ᚋ㸰㐣ࡂࠊ᪥ࡀഴࡁ㢼ࡀ෭ࡓࡃ࡞ࡿ᮶ሙ⪅ࡶ
ᚎࠎῶࡾጞࡵࠊ᭱ᚋ〈ⰼ୰Ꮫᰯ྿ዌᴦ㒊ࡢࢫࢸ࣮ࢪ
Ⓨ⾲ࡀ⤊ࢃࡾ࡚ࡢ⾜ࡀ⤊ࠋࡑࢀࡒࢀࡢሙᢸᙜᙺ
ဨࡀᡭ㝿ࡼࡃ∦ࡅࡀ㐍ࡴࠋࠕ࠾⑂ࢀ㸟ࠖࡢゝⴥࢆࢃ
ࡍࡸࡾࡁࡗࡓ㐩ᡂឤࡀࡇࡇࢁࡃࠋ㛤ᘧࡢ᮶㈱ࡢ
ゝⴥࠕࡇࡢ࣋ࣥࢺࡣᏳⱱ㔛ࡢᅋ⤖ຊࢆ♧ࡍࠖ࠶ࡗ
ࡓࡀࠊࡈ᮶ሙ㡬࠸ࡓⓙᵝࠊࡈཧຍࡢㅖᅋయࡢⓙᵝࠊ⏬
㐠Ⴀᦠࢃࡗࡓⓙᵝࡢ⤎ࢆ࠸☜ㄆ࡛ࡁࡓᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋࡲࡓ᮶ᖺ࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠋ
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までの
８月下旬から11月下旬

主な行事と出来事

10月19日(木)
上期監査 実施
ࠉ┘ࡼࡿୖᮇ㸦㸲᭶ࡽ㸷᭶ࡲ࡛㸧ࡢ┘ᰝࡀᐇࡉࢀ
ฟ⣡ᖒ⡙࣭᭩㢮ཬࡧ㡸㔠㏻ᖒࡀ࠸ࡎࢀࡶṇ☜࡛࠶ࡿࡇࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋ

８月25日(金)
安茂里駅近くの国道19号西河原交差点で発生した
交通事故診断 実施
ࠉ㸵᭶᪥ ᅵ ༗๓㸷ศࡈࢁ-5Ᏻⱱ㔛㥐᪉㠃ࡽྑᢡ
ࡋᅜ㐨ྕฟࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡓ㍍⏝㌴ࡀࠊᕪⅬࢆᏳⱱ
㔛㥐᪉㠃ྥࡗ࡚ᶓ᩿ࡋ࡚࠸ࡓṓࡢዪᛶࢆࡣࡡṚஸࡉ
ࡏࡓᨾࡢ⌧ᆅデ᩿ࡀ㛵ಀ⪅⣙ேࡀฟᖍࡋᐇࠋṌ㌴ศ
㞳ᘧಙྕᶵࡢᑟධࢆồࡵࡿኌࡀከࡃୖࡀࡗࡓࡀࠊ୍᪉࡛
㏻㔞ࡀከ࠸ᅜ㐨࡛ࡢṌ㌴ศ㞳᪉ᘧࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿ㏻ࢆ
ᣍࡃ࠾ࡑࢀࡶ࠶ࡾタ⨨ៅ㔜࡞ពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋᚋࡣ୍ᒙ
ࡢၨⓎάືࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࠋᅜ㐨ྕࡢṌ㐨ᩚഛࠊᨵⰋཬ
ࡧᏳⱱ㔛㥐㋃ษ㐨㊰ࡢᣑᖜࢆᅜ-5せᮃࡋ࡚࠸ࡃࡇࢆ
☜ㄆࠋ

８月30日(水)

10月28日(土)
キノコ狩りと昼食交換会 開催
(小田切地区との地域間交流事業)
ࠉᖺᑠ⏣ษᆅ༊ࡢᚚᰕ࡛ࡢὶ௨᮶ᮏ᱁ࡋࡓᆅᇦ㛫
ὶᴗ࡛ࡍࡀࠊᖺࡣࠊᐇᮇࢆ࢟ࣀࢥࡀ᥇ࢀࡿ⛅ࠊ
ᑠ⏣ษᆅ༊ࢆゼၥࠋࡲࡎᨭᡤ๓ᗈሙ࡛ࠊ⩧Ꮫᅬᐇ⩦⏕
ࡼࡿኴ㰘₇⯙ࡢḼ㏄ࢆཷࡅࡓᚋᆅᇦ࠾ࡇࡋ༠ຊ㝲ဨ⏣
࿘Ặࡀసᡂࡋࡓ㕲㐨ᶍᆺᒎ♧㤋ࢆぢᏛࠋ⦎ᡂࢭࣥࢱ࣮ࡢ࿘
㎶ࢆ⣙㸰㛫࢟ࣀࢥ⊁ࡾࢆయ㦂ࠋࡋࡋ᥇ࢀࡓ࢟ࣀࢥࡢ
ࢇࡀ㣗ࡽࢀ࡞࠸㚷ᐃࡉࢀṧᛕ࡞⤖ᯝ࡞ࡗࡓࡀࠊ
⦎ᡂࢭࣥࢱ࣮࡛⾜ࢃࢀࡓ㣗ࡣࠊ࡞ࡾ┒ࡾୖࡀࡾ᪉
ࡢᙺဨ㛫ࡢὶࢆ῝ࡵࡿ࣋ࣥࢺ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

安茂里消防署主催 指導者研修会 開催
(区長、防災指導員対象)

９月10日(日)
第２回
ふれあいコンサート 開催
（教育文化部会共催事業）
ࠉᏳⱱ㔛྿ዌᴦᅋࡢඹദ
ᴗ࡛ࡘ࡚ࡣᡭసࡾࢥࣥࢧ࣮
ࢺࡋ࡚ᕷẸឡࡉࢀ࡚࠸ࡓ
࣋ࣥࢺࡀᖹᡂᖺᗘࡽ
初出場 安茂里小学校合唱部
ࡩࢀ࠶࠸ࢥࣥࢧ࣮ࢺࡋ࡚
άࠋᖺࡣࠊᏳⱱ㔛ᑠᏛᰯྜၐᅋࡀึཧຍࡋࠊሙࡣࠊ
ேࢆ㉸࠼ࡿᕷẸ࡛㉸‶ဨࠋ࠸┒ࡾୖࡀࡾࡲࡋࡓࠋ

９月16日(土)
食育について向笠千恵子氏を招き講演会 実施
ࠉ㛗㔝ᕷᾘ㈝⏕άࢭࣥࢱ࣮ࡢඹദ࡛ࠊᏳⱱ㔛ᆅ༊ఫ⮬༠
ࡋ࡚ࡣึࡵ࡚ࡢヨࡳࡋ࡚ྥ➟༓ᜨᏊẶࢆ࠾ᣍࡁࡋࠊ
ࠕᮅࡈࡣࢇࡽ᪥ᮏࡢ㣗ࢆぢࡘࡵࡿ㹼ᮅࡢ୍㣗୍ࡢ͆࠸
ࡢࡕ͇㹼ࠖࢆࢸ࣮࣐ࡋ࡚ㅮ₇ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ᵝࠎ࡞࣋ࣥࢺࡀ⏬ࡉࢀࠊ⾜ᴦࢩ࣮ࢬ࡛ࣥ୕㐃ఇࡢึ᪥
࡛ࡶ࠶ࡾཧຍ⪅Ᏻࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ⣙ேࡢᕷẸࡀ⇕
ᚰ⫈ㅮࡋࠊᮅࡈࡣࢇࡢษࡉࢆᨵࡵ࡚ㄆ㆑ࡋࠊ᫂᪥
ࡽᮅ㣗ࡢ⊩❧ࡶᕤኵࡋࡓ࠸ࡢᅇ⟅ࡀᐤࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋ

小田切支所前での歓迎会

11月24日(金)
松代西条地区で健康体操を体験
(長野市との共催 松代地区との地域間交流事業）
ࠉᏳⱱ㔛ᆅ༊ᙺဨྡࡀཧຍࡋᯇ௦す᮲බẸ㤋 ୰ᒣ㛫ᆅ
ᇦ ࢆゼၥࡋࠊ⏕άᨭࢆ┠ᣦࡍᗣࠕࡣࡘࡽࡘయ᧯ࠖࢆᐇ
య㦂ࠋྠ㛤ദࡋࡓὶ࡛ࡣࠊ⤌⧊⦅ᡂࡸ⿵ຓไᗘ➼
⣽㒊ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ࡀ㣕ࡧ࠸ࠊᚋᏳⱱ㔛ᆅ༊ࡀලయⓗ
ࡢࡼ࠺ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡃࡢኚཧ⪃࡞ࡿὶ࡞ࡾ
ࡲࡋࡓࠋᖐ㏵ᯇ௦
㝡ⱌ❧ࡕᐤࡾࠊ
ึࡵ࡚ᯇ௦↝࡛ᛮ
࠸ᛮ࠸ࡢసရࢆస
ࡿ㈗㔜࡞య㦂ࢆ⤒
㦂ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
松代西条公民館２階での交流会

11月26日(日)

10月８日(日)
(仮称)「安茂里地区公園」の清掃とふれあいづくり 開催
ࠉ〈ⰼ୰ᏛᰯዪᏊࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝ㒊ဨ〈ⰼᑠᏛᰯࡢ᭷
ᚿࡀࠕᏳⱱ㔛ᆅ༊බᅬࠖᘓタᑠጤဨ࣭Ᏻⱱ㔛ఫ⮬༠ᙺဨ
ྜྠΎᤲసᴗࡀዲኳࡢබᅬ࡛ᐇࠋᆅᇦࡢᏊ౪ࡓࡕゐࢀ
ྜ࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮
ࡢ୍⎔ࡋ࡚ᖺ
ࡽጞࡲࡗࡓ⏬࡛ࠊ
㸯㛫ศ⛬ᗘࡢస
ᴗ࡛ࠋ⤊ᚋᕪ
ฟ༡༊ࡢᙺဨࡢⓙᵝ
ࡽ㣗࠾࠸ࡋ࠸
（仮称）安茂里地区公園の清掃作業
↝ࡁࡑࡤ↝⫗ࢆ࠾
⭡୍ᮼ㡬ࡁࡲࡋࡓࠋ

杏の里文化講演会 開催(教育文化部会)
ࠉ㛗㔝┴❧Ṕྐ㤋㤋㛗➲ᮏṇẶࢆㅮᖌ࠾㏄࠼ࡋࠕỈᐖ࣭ᅵ
▼ὶ⅏ᐖ∵࣭㱟ࡢఏㄝࠖࡢ₇㢟࡛ㅮ₇࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
⅏ᐖせᅉࢆከࡃᢪ࠼ࡿᏳⱱ㔛ᆅ༊࡛ࡍࡀࠊ≏ᕝࡢ≏ࡢᏐࡢ
⏤᮶ࡽᏳⱱ㔛ࡢᆅᙧࡢ≉ᚩ➼ࢆศࡾࡸࡍࡃࡲࡓ㠃ⓑࡃ
ㅮ₇࠸ࡓࡔࡁྡࡢᕷẸࡀ㸯㛫ศ⇕ᚰ⫈ㅮࡋࡲࡋࡓࠋ

11月29日(水）
第４回ノルディックウォーキング講習会 実施
(健康福祉部会)

ࠉᖺᗘ㸲ᅇ┠ ᭱ᚋ ࡞ࡿᗣㅮᗙࣀࣝࢹࢵࢡ࢛࣮࢘
࢟ࣥࢢㅮ⩦ࡀ㛤ദࡉࢀྡࡀཧຍࡋᐇࡉࢀࡲࡋࡓࠋཧ
ຍ⪅ࡀᏳᐃࡋࠊᆅᇦᐃ╔ࡋࡓㅮᗙ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
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9/
18 月

（敬老の日）

大相撲９月場所 ９日目

役員・職員視察研修 実施

ࠉᖺᗘࡢᙺဨ࣭ົᒁ⫋ဨどᐹ◊ಟࡣࠊ┦᧞㸷᭶ሙᡤ
ほᡓࠋ㸷᭶᪥㸦᭶㸧ほගࣂࢫࡾࠊ࠸ࡊᅜᢏ㤋ࠋ㐨୰
ࣂࢫࡢ❆ࡽࡣᐩኈᒣࡢጼࡀᣏࡵࡿࡢᛌᬕࠋ࠾㐣ࡂ
↓ᮾி╔ࡃࠋࢫ࢝ࢶ࣮࣭ࣜ㝮⏣ᕝ࣭ὸⲡᑎỤᡞ
ࡢ㢼ᬒࢆᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽࠊᅜᢏ㤋฿╔ࠋ
ࠉᅵಥࡣ᪥㛫⚄ࡀ␃ࡲࡗ࡚࠾ࡽࢀࡿ࠸࠺⪷ᇦࠋᐇ
⚄ࠎࡋ࠸ࠋࡧฟࡋࡢኌ࣭⾜ྖࡢጼ࣭ᅵಥධࡾ࡞࡞ᨵ
ࡵ࡚᪥ᮏఏ⤫ᩥࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉࢆឤࡌࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᡃࡀᆅ

両国国技館 １階桝席

10/
16 月
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両国国技館 正面にて

ඖࡽᖺࡪࡾㄌ⏕ࡋࡓ㛵⬥࣭ᚚᕌᾏࡀⓏሙࠋᏳⱱ㔛ఫ
⮬༠ࡢဨࡀ୍య࡞ࡾࠊࢱ࢜ࣝࢆᡭኌࢆ㏦ࡿࠋࡶࡕ
ࢁࢇⓑᫍࠋᏳⱱ㔛ఫ⮬༠ࡢ㠃ࠎࡣࠊࡲࡍࡲࡍ୍యឤࡀ㧗ࡲ
ࡾࠊኌࢆ㏦ࡗࡓࠋྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡚⤊ࢃࡾࠊ㊴ࡡኴ㰘ࡢ
㡢ࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽᖐ㊰╔ࡃࠋ
ࠉ᪥㡭ࡢ㆟ࡣ㐪࠺㞺ᅖẼ࡛ࠊ᪥ࠎࡢၥ㢟࣭ၥࡘ࠸
࡚ࡢヰࡶ㐍ࡴࠋఫ⮬༠ࡢᖺᗘᴗࡶࡇࢀࡽᚋ༙ᡓ✺
ධࠋࠕⓙ࡛ຊࢆྜࢃࡏ࡚ᴗࢆᡂຌࡉࡏࡼ࠺ࠖᙺဨ࣭ົ
ᒁ⫋ဨࡀẼᣢࡕࢆᨵࡵ࡚☜ㄆࡋ࠶࠸ࠊᅋ⤖ࡋࡓどᐹ◊ಟ᪑
⾜࡛ࡋࡓࠋ

リンゴ狩り 開催
（信更地区との地域間交流事業）

ࠉಙ᭦ᆅ༊ఫ⮬༠Ᏻⱱ㔛ᆅ༊ఫ⮬༠ࡀദࡋࠊᖺࡀ➨㸰ᅇ┠࡞ࡿ〈
ⰼ୰ᏛᰯᨭᏛ⣭ࡢ⏕ᚐ࣭ᐙ᪘ࠊᩍㅍཬࡧᏳⱱ㔛ᆅ༊ఫ⮬༠ᙺဨࡀࠊಙ᭦
ᆅ༊ࣜࣥࢦᅬࢆゼၥࡋࠊࣜࣥࢦ⊁ࡾࢆᐇࠋᖺࡼࡾࡲࡲࡾࡶ࠶ࡾࠊ⏕
ᚐࡀᴦࡋࡳࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀᐇឤ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ࠶࠸ࡃ㞵ᶍᵝࡢኳೃࡔࡗ
ࡓࡇࡽ㣗ࡣಙ᭦බẸ㤋⛣ືࡋ࡚ᐇࠋ࠾ᅵ⏘ࠕࢩࢼࣀࢫ࣮ࢺ
⛅ᫎࠖࢆᢪ࠼ࡁࢀ࡞࠸㡬ࡁ‶㊊ࠋᚋ᪥ཧຍࡋࡓᏊ౪ࡓࡕࡽ୧ఫ
⮬༠㎰ᅬ⤒Ⴀ⪅ឤㅰࡢᡭ⣬ࡀ╔ࡁࡲࡋࡓࠋࡑࡢ୍㒊ࢆ⤂ࡋࡲࡍࠋ
子供たちからの

農園でのリンゴ狩り

感 謝 の手紙

10/ イルミネーションの設置作業・
22 日
10/ 金 点灯式典 開催
27
ࠉᵝࠎ࡞ࡽᖺࡼࡾ㸯㐌㛫㐜ࢀ࡛ࡢタ⨨సᴗࡀྎ㢼
ྕࡀ㏕ࡿᙉ࠸㞵ࡀ㝆ࡿ୰࡛ᐇࡉࢀࡿࠋࡧࡋࡻࢀ࡞
ࡾ࡞ࡀࡽࡶ㛗㔝ᕤᴗ㧗ᰯ⏕ᚐࠊ〈ⰼ୰Ꮫᰯࡶࡢ࡙ࡃࡾ㒊
ࡢ⏕ᚐࡓࡕࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᡭ㝿ࡼࡃసᴗࢆ㐍ࡵ᪉ࡢ‽ഛࡀ
ࡋࠊ᪥Ⅼⅉᘧࢆࡈ᮶㈱ཬࡧ㛵ಀ⪅ࡀཧ㞟ࡋணᐃ
㏻ࡾᐇࠋ㛗㔝ᕤᴗ㧗ᰯ⏕ᚐ㛗 ᑠᯘⱸ௨ࡉࢇࠊ〈ⰼ୰

常設される電光掲示板と〝amori〟の文字

Ꮫᰯࡶࡢ࡙ࡃࡾ㒊㛗 ᑠᯘᚰྩࡼࡾⅬⅉࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ᖺࡽࢯ࣮࣮ࣛࣃࢿࣝࡢᖖタࡀチྍࡉࢀࠊ㟁ගᥖ♧ᯈᩥ
ᏐࡀᖖⅬⅉྍ⬟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

ԧήԼಅఇࡸ˟ᅈ
࢘ᅈƸǢǵȒǰȫȸȗԼƷᙌᡯ˟ᅈưƢŵ
ಅѦဇƷብʐǛᙌᡯƠƯƓǓǇƢŵ
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シリーズ

地域の イベント
区民の健康願い

西河原地区元旦マラソン
Ᏻⱱ㔛すἙཎᆅ༊බẸ㤋య⫱㒊㛗ࠉᑠ

ᯘࠉᘯ

ࠉࢃࢀࢃࢀすἙཎᆅ༊࡛ࡣࠊᆅᇦࡢⓙᵝᨭ࠼
ࡽࢀࠊẖᖺ㸯᭶㸯᪥ඖ᪦࣐ࣛࢯࣥࡀᇳࡾ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᛮ࠼ࡤࠊ⚾ࡀᗂᑡࡢࡇࢁࡽ⥅⥆
ࡉࢀ࡚࠸ࡿఏ⤫ⓗ࡞⾜࡛ࡍࠋ㞷࡛ࢥ࣮ࢫࡢ
Ᏻ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸ࡣ㛤ദࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᖺࡶ࠶
ࡾࡲࡍࡀࠊᑡ࡞ࡃࡶᖺ௨ୖࡢṔྐࡀ࠶ࡿ⾜
࡛ࡍࠋ
ࠉすἙཎᆅ༊ࡣ≏ᕝ⚄♫ࡢ࠾⭸ඖࡢᆅ༊࡛ࡍࠋ
⚄♫㞟ྜࡋࡓ༊Ẹࡢⓙᵝ࡛ඛࡎࡣ୍ᖺࡢ↓
ࢆ♳ᛕࡋࡲࡍࠋࡑࢀࡽඖẼ࡞ᑠᏛ⏕ࢆ࠾ᡭᮏ
ࡋ࡚ࣛࢪ࢜య᧯ࢆࡋ࡚ࡽࠊࡉ࠵ࢫࢱ࣮ࢺ࡛
ࡍ㸟≏ᕝ⚄♫ࢆฟⓎࡋ࡚ࡽࠊኴ⏣ἑࠊ㉥ᆅ
ⶶࠊ㫽ᒃࠊࣜࢧࢡࣝࢭࣥࢱ࣮ࢆ⤒⏤ࡋ࡚ᚰ⮚
◚ࡾࡢᆏࢆ㏻ࡾࠊ≏ᕝ⚄♫ᡠࡿすἙཎࢆࡄࡿ
ࡾ୍࿘ࡍࡿ⣙.Pࡢࢥ࣮ࢫࢆࠊᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱

ᅬඣࡽᑠ୰Ꮫ⏕ࠊ㧗ᰯ⏕ࡸඛ㍮ࡲ࡛ࠊࡲࡉ
⪁ⱝ⏨ዪࠊẖᖺᩘ༑ྡࡢつᶍࡢ༊Ẹࡢⓙᵝ࡛
㥑ࡅᢤࡅࡲࡍࠋయຊ⮬ಙࡢ࡞࠸᪉ࡣ࢛࣮࢘
࢟ࣥࢢࢡࣛࢫࡶ࠶ࡾࠊ↓⌮࡞ࡃࠊ࡞ࡓ࡛ࡶཧ
ຍ࡛ࡁࡿ࣋ࣥࢺ࡛ࡍࠋᑡࡋ⑂ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓே
ࡶ᭱ᚋࡣ➗㢦࡛ࢦ࣮ࣝࡋࡲࡍࠋ
ࠉඖ᪦࣐ࣛࢯࣥࡣయ⫱㒊ദࡢ᭱ᚋࡢබẸ㤋⾜
࡞ࡾࡲࡍࠋ୍ᖺࡢィࡣඖ᪦࠶ࡾࠋୡ௦㛫
ὶࡸ༊Ẹࡢᗣቑ㐍ࡢᡭຓࡅ࡞ࡿࡼ࠺ࠊ↓
㐠Ⴀࡋࡓ࠸࡛ࡍࠋ

西河原地区の元旦マラソン

大盛況

第41回
第41回 福祉バザー開催
ᗣ⚟♴㒊㛗ࠉᯇ

ᮏᩗᏊ

ࠉ➨ᅇᏳⱱ㔛ᆅ༊⚟♴ࣂࢨ࣮ࡀ᭶᪥Ᏻⱱ
㔛බẸ㤋࡛㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋᛮ࠸ࡸࡾࡸࡉࡋ
ࡉࢆࡶࡗࡓຓࡅྜ࠼ࡿᆅᇦసࡾࢆࡵࡊࡋ࡚ᆅᇦ
ఫẸࡽᥦ౪࠸ࡓࡔ࠸ࡓရ≀⣙Ⅼࢆ㈍ࠋ
ሙࡣ⣙ேࡢ㈙࠸≀ᐈ࡛ࡂࢃ࠸ࠊࢇ
ࡢရ≀ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ⏕ά័⩦
ࡢኚࡼࡾᖺࠎᥦ౪ရࡀῶࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡲࡍࡀ
⥲ୖ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᏊ౪ࡸ㧗㱋⪅ࡢ
⚟♴ᴗࠊ⚟♴⮬ື㌴ࡢ⥔ᣢ㈝࡞ࠊᏳⱱ㔛ᆅ
ᇦࡢ⚟♴άືᙺ❧࡚࡚࠸ࡁࡲࡍࠋࣂࢨ࣮༠
ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓྛᴗᡤᵝࠊရ≀ࢆᥦ౪࠸ࡓࡔ࠸
ࡓ༊Ẹࡢⓙࡉࢇࠊ๓᪥ࡽࡈⱞປ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᙺ
ဨྛཌࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

のバザ
ー会場

