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青少年健全育成住民大会 開催
健全育成部会 副部会長

ࠉཤࡿ᭶᪥㸦ᅵ㸧ࠊᏳⱱ㔛ᆅ༊㟷ᑡᖺ⫱ᡂఫẸ
ࡀ㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉಙᕞ〈ⰼᙬ㫽ኴ㰘ࡼࡿኴ㰘₇ዌ࡛ࠊሙࡣᅽಽࡍ
ࡿኴ㰘ࡢ㡢ឤືࢆぬ࠼࡞ࡀࡽࠊᖹᡂᖺࡢࡀࢫ
ࢱ࣮ࢺࡋࡲࡋࡓࠋ

アトラクション裾花彩鳥太鼓の演舞

ࠉᮏࡣ㒊ᵓᡂ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊẖᖺࠕᏊࡶ࡛ࡸࡾ
ࡓ࠸ࡇࠊᆅᇦ⾜ཧຍࡋ࡚ࠖ㢟ࡋ࡚ࠊᑠ࣭୰Ꮫ
⏕ࠊᕤᴗ㧗ᰯࡑࡋ࡚Ꮚࡶ⫱ᡂࡢⓎ⾲ࡢሙ࡞ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
ࠉᫎ⏬㚷㈹ࠊࣂ࣮࣮࣋࢟ࣗࠊ࣮࣎ࣜࣥࢢࠊබᅬΎ
ᤲ➼ࠎࠊྛᆅ༊࡛ᕤኵࢆࡇࡽࡋ࡚⾜ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇ
ࡀሗ࿌ࡉࢀࠊᏊ౪㐩ࡢ⋡┤࡞ពぢࡀ⪺ࡅࡿሙ࡞ࡾࡲ
ࡋࡓࠋ

家庭・地域に望むこと
ࠉᐙᗞࡣᐙ᪘୍ேࡦࡾࡀᛮ࠸ࡸࡾࡢ
Ẽᣢࡕࢆࡶࡕࠊᵝࠎ࡞ࡇࢆ࠾࠸
ᨭ࠼ྜࡗࡓࡾࠊ༠ຊࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿᐙᗞ
࡛࠶ࡗ࡚ࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡑࡢࡓࡵࡣࠊᐙ᪘୍ேࡦࡾࡀ
裾花中学校
ࢇ࡞≧ἣ࠸ࡿࡢࢆ⌮ゎࡍࡿࡼ࠺
平成30年度 生徒会副会長
新井悠太君の発表 ດࡵࡿࡇࡀษࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࠼ࡤࠊ∗ࡢᖐࡾࡀ㐜ࡃ࡞ࡗࡓࡾࡍࢀࡤࠊࠕࡀᛁࡋ࠸
ࡢࡔࢁ࠺࡞࠵ࠖࠊẕぶࡀᬑẁゝࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡞⣽࠸
ࡇࢆཱྀ࠺ࡿࡉࡃゝ࠺ࡣࠊࠕఱࣛࣛࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡞࠵ࠖ࡞ࠊ≧ἣࢆ⌮ゎࡍࡿࡼ࠺ࡍ
ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ㸦୰␎㸧
ࠉᐙ᪘ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊᐙ᪘ぢᏲࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊᐙ᪘
ຓࡅ࡚ࡶࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊ࠸࠺ᛮ࠸ࡀᣢ࡚ࡿࡇ
࡛ࠊࡓࡕ୰Ꮫ⏕ࡣࠊຮᙉࡸ㒊άື࡞୰Ꮫᰯ⏕άࢆ⢭
୍ᮼ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧

速報

小林

武

ࠉⓎ⾲ࡢ୰࡛ࠕᐙ᪘ࡣࠊᐙ᪘ࡦࡾࡦࡾࡀᛮ࠸ࡸࡾࢆ
ᣢࡗ࡚ࠊᵝࠎ࡞ࡇࢆ࠾࠸ᨭ࠼࠶ࡗࡓࡾࠊ࡛ࡁࡿᐙᗞ
࡛࠶ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋᆅᇦࡢⓙࡉࢇࡀ༠ຊ࡛ࡁࡿఫࡳࡸࡍ࠸
ሙᡤ࡞ࡗ࡚ࡋ࠸ࠋࠖ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡉ
ᮏࡢ┠ᣦࡍࡇࢁࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ➨㒊࡛ࡣࠊ♫⚟♴ἲேࠕ㍍ἑ
Ꮫᅬࠖࡢ㧗᰿ඛ⏕ࢆ࠾ᣍࡁࡋࠊࠕࡲࡎ
ࡣ▱ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㹼ඣ❺㣴ㆤタ
ࡽぢ࠼࡚ࡃࡿᏊ⫱࡚ࡢࣄࣥࢺ㹼ࠖࡘ
࠸࡚ㅮ₇࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
軽井沢学園副園長
ࠉᏊ౪㛵ᚰࢆᣢࡘࡇࠊ∗ぶࡢ
高根実貴先生の講演
ࢃࡾ᪉ࠊࡑࡋ࡚ぶᑐࡍࡿᏳᚰឤࡀࠊ
ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛࡚ࡶษ࡛࠶ࡿࡇࢆࠊᏛᅬ࡛ࡢ
ࡸㄯࢆ࠼࡞ࡀࡽࠊᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠉ᭱ᚋࠊᮍ᮶ࢆษࡾ㛤ࡃ㟷ᑡᖺࡢே㛫ᛶࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ
ࠊᐙᗞࠊᏛᰯࠊᆅᇦࡢ㐃ᦠࢆ῝ࡵࠊᏳ࣭Ᏻᚰ࡞♫
⎔ቃࢆసࡿࡇࢆࠊᏳⱱ㔛ᆅ༊ఫẸࡢ┠ᶆࡋ࡚ࠊᐇ
ࡍࡿࡇࢆᐉゝࡋࠊ㛢࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

平成 30 年度 裾花中学校生徒会副会長

新井 悠太君の発表（抜粋）

ࠉ〈ⰼ୰Ꮫᰯ࡛ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫࢡ࣮ࣝࡢάືࡋ
࡚ᆅᇦ࡛ࡢάືࢆጞࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ㒊༢࡛ᆅᇦࡢ⾜ࡸ
άືཧຍࡍࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᭱㏆࡛ࡣࠊ
࣮ࣔࣞࣇ࢙ࢫࢱࡢ࣎ࣛࣥࢸࡋ࡚㸰ᖺ⏕⏕ᚐࡀཧຍ
ࡋࡓࡾࠊ྿ዌᴦ㒊ࡸྜၐ㒊࣭₇㒊࡞ࡀฟ₇ࡋࡓࡾࡋ
࡚ࠊᆅᇦࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧
ࠉᨺㄢᚋࠊᆅᇦࡢ᪉ࡀᏛᰯ᮶࡚ࠊࡓࡕຮᙉࢆᩍ࠼
࡚ࡃࢀࡿᶵࡀ࠶ࢀࡤ࠸࠸࡞࠵ᛮ࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
࡞࡞⡆༢ࡣ࠸࡞࠸ࡇ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ
ࡀ࠶ࢀࡤ࡚ࡶຓࡾ࠺ࢀࡋ࠸࡛ࡍࠋ
ࠉࡣࠊࡓࡕ୰Ꮫ⏕ࡸᑠᏛ⏕࡞ࡀཧຍࡍࡿᆅᇦࡢ
ᴦࡋ࠸⾜ࡀ࠶ࢀࡤ࠸࠸࡞࠵ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊᆅᇦ
ࡢᴗࡸ♫ࡀࡓࡕ୰Ꮫ⏕ࡸᑠᏛ⏕ࠊ≀సࡾయ㦂
࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡇࡀ࡛ࡁࡿᶵࢆ࠼࡚ࡃࡔࡉࡿ࠸ࡗࡓ
ࡇ࡛ࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇࢆᐇ⌧࡛ࡁࢀࡤࠊᆅᇦࡢࡘ࡞
ࡀࡾࡸ⤎ࡣࡉࡽᙉࡲࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ㸦ᚋ␎㸧

長野市 新 補助金制度
に 補助金￥597,000 獲得 内定
「イルミネーション事業」
平成30年度

ࠉ㸺࡞ࡀࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾάືᨭᴗ⿵ຓ㔠㸼ࡢᕷࡢࣄࣜࣥࢢࡀ㸱᭶㸯
᪥㸦ᮌ㸧㛤ദࡉࢀࠊᏳⱱ㔛ఫ⮬༠ࡣࠊ㛗㔝ᕤᴗ㧗ᰯ⏕ᚐᙺဨࡢ㧗ᶫᾏ
ᩯྩኟ┠ᝆྣྩࡢ㸰ྡฟᖍ㡬ࡁࠊ✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᐇែࢆᑂ
ᰝဨศࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࠋᑂᰝጤဨࡽࡶ㡹ᙇࡗ࡚ୗࡉ࠸⃭ບࡉࢀࡲ
ࡋࡓࠋ㸱᭶ࡢᕷ㆟࡛ᢎㄆࡉࢀ࡚Ỵᐃࡋࡲࡍࠋ

まちづくり支援補助金ヒアリング
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１月３日(水)
成人祝賀式厳かに 開催(教育文化部会 安茂里公民館事業）
ࠉᑐ㇟⪅ྡ୰ฟᖍ⪅ྡ㸦⏨ྡ㸸ዪྡ㸧ࡀฟᖍࡋ
Ᏻⱱ㔛බẸ㤋࡚㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋᏳⱱ㔛බẸ㤋ࢆᣦᐃ⟶
⌮ࡋࡓึᖺᗘࡢദࡋ࡛ࡋࡓࡀࠊཝ࡛⥭ᙇឤ࠶ࡿᘧ࡞
ࡾࡲࡋࡓࠋᅜ࡛ࡣࠊࠕࡣࢀࡢࡦࠖࡢ◚⥢ࡼࡾグᛕࡢᬕ
ࢀ╔ࡀ╔ࡽࢀ࡞࠸ࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࡋࡲࡋࡓࡀᖾ࠸Ᏻⱱ㔛
ࡣࠊ↓ᣲ⾜ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

までの
１月上旬から３月上旬

主な行事と出来事
１月25日(木)
一芸ボランティア講演会初めて開催
（安茂里地区ボランティアセンター）

ࠉࠕᆅᇦࡸࡿẼᨭ⿵ຓ㔠ࠖࢆά⏝ࡋࠊᐇࡋ࡚㸰ᖺ┠
࡞ࡿࠕ୍ⱁ࣎ࣛࣥࢸᴗࠖⓏ㘓ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓⓏ㘓
⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓࠕ࣎ࣛࣥࢸࡣ㸽ࠖࡢㅮ₇ࢆྡࡀ
ฟᖍࡋጞࡵ࡚㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋㅮᖌࡣࠊすᩗᑎఫ⫋ᮌ㈽ឿᩍ
Ặ࡛ࠊࡁࡃ㏻ࡿኌ࡛ฟᖍ⪅ࡶᴦࡋࡃᐇࡋࡓ㸯㛫༙ࢆ
㐣ࡈࡋࡲࡋࡓࠋ࣎ࣛࣥࢸࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣᚋᐃᮇⓗࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ㅮ₇ࡶ⏬ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛ࡍࠋ
１９４名が出席した成人祝賀式と来賓と主催者

２月４日(日)
囲碁・将棋大会 開催 (教育文化部会、安茂里公民館共催事業)

ࠉᆅ༊ᑐᢠ᪉ᘧ࡛ࠊᖺࡣᅖ◻ࢳ࣮࣒ࠊᑗᲦࡣ㸶ࢳ࣮࣒
ࡀཧຍࡋࠊᅖ◻ࡣ≏ࢳ࣮࣒ࡀᑗᲦࡣᕪฟࢳ࣮࣒ࡀඃ
イルミネーション撤去作業 実施
（イルミネーション実行委員会） ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠉ㛗㔝ᕤᴗ㧗ᰯ⏕ᚐࠊ〈ⰼ୰Ꮫᰯࡶࡢ࡙ࡃࡾ㒊ࡢ⏕ᚐ
㢳ၥࡢඛ⏕᪉ࠊᏳⱱ㔛ఫ⮬༠ᙺဨ⣙ே࡛༗๓ࡽ
２月16日(金)
࣑ࣝࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢ᧔ཤసᴗࢆᐇࠋ༗๓୰ࡋࠊဨ
࠸ࢺࣥỒ࠾ࡂࡾࡢ㣗ࢆࡾᖹᡂᖺᗘࡢᴗࡀ
うたごえ喫茶in安茂里 開催（健康福祉部会）
ࡋࡲࡋࡓࠋࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㛵ಀ⪅ࡢⓙᵝ࠶ࡾࡀ࠺
ࠉᖺᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡓ࠺ࡓࡈ࠼ႚⲔLQᏳⱱ㔛ࡣࠊㅮᖌ⚄㇂
ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
࠶ࡾࡇࡉࢇࢆ࠾ᣍࡁࡋᐇࡋࡲࡋࡓࠋ࠾㝜ᵝ࡛ᖺࡣ࿘
ᖺࢆ㏄࠼ࡓ࣋ࣥࢺ࡛ࠊ㞟ࡲࡗࡓవྡࡢฟᖍ⪅ࡀࡋ
࠸ḷࢆ࠼ࡓḷኌ࡛┒ࡾୖࡀࡾࡲࡋࡓࠋ

１月６日(土)

１月13日(土)

人権を考える住民のつどい 開催（教育文化部会）
ࠉᇰ⏕୰Ꮫᰯ㛗ଢ଼᫂ⱥඛ⏕ࢆㅮᖌ࠾ᣍࡁࡋࠊࠕㄒࡾྜ
࠸Ẽ࡙ࡇ࠺ேᶒࠖࡢࢸ࣮࣐࡛ㅮ₇ࢆ㛤ദࠋ⚾ࡓࡕࢆྲྀࡾᕳ
ࡃᵝࠎ࡞ேᶒၥ㢟ࡘ࠸୍࡚ேࡦࡾࡀព㆑ࡸឤぬࢆ㧗
ࡵࠊ࠶ࡽࡺࡿᕪูࡸேᶒᐖࡢ࡞࠸᫂ࡿ࠸ᆅᇦ♫ࢆ⠏ࡇ
࠺ྡࡢᕷẸࡀ⇕ᚰ⫈ㅮࡋࡲࡋࡓࠋ

１月19日(金)
安茂里地区新年祝賀会 開催（ホテル信濃路）
ࠉᣍᚅ⪅ྡࢆྵࡵ⥲ໃྡࡀฟᖍࡋࠊᏳⱱ㔛ᆅ༊ఫẸ⮬
༠㆟᪂ᖺ⚃㈡ࡀ㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋึᖺᗘ࡞ࡿබẸ
㤋ࡢᣦᐃ⟶⌮ᴗົࡶ㡰ㄪ㐍⾜ࠋᖺࡣ㸰ᖺ┠ධࡾࡲ
ࡍࠋᖹᡂᖺᗘࡣᏳⱱ㔛ᆅ༊ఫẸ⮬༠㆟ࡢ୕࣋ࣥ
ࢺ࡛࠶ࡿࢫ࣏࣮ࢶࡢ⚍ࠊ࣮ࣔࣞࣇ࢙ࢫࢱ㸦࣑ࣝࢿ࣮
ࢩࣙࣥタ⨨ᴗ㸧ࠊ⚟♴ࣂࢨ࣮ࡶኳೃᜨࡲࢀ┒㛤ദ
ࡉࢀࡲࡎࡲࡎࡢ୍ᖺ࡛ࡋࡓࠋᖹᡂᖺᗘࡶ༠ຊࡋఫẸ⮬
༠㆟ᴗࢆ୍ᒙ┒ࡾୖࡆࡼ࠺Ỵពࢆ᪂ࡓࡋࠊぶࢆ
῝ࡵࡿࡦ࡛ࡋࡓࠋ

総勢75名が出席した新年祝賀会

うたごえ喫茶

２月28日(水)
介護者の集い 開催（健康福祉部会）
ࠉᖺࡶᏳⱱ㔛ᆅ༊ᅾఫࡢㆤ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓㆤ⪅ࡢ㞟
࠸ࢆ㛵ಀ⪅ேࡀฟᖍࡋ㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋ๓༙ࡣࠊㆤ
ࢩࣙࢵࣉࠕࢧࢡࣛࢣ㛗㔝ᗑࠖ༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡏ
ࡘࢣ㸦ㆤ⏝⣬࠾ࡴࡘࡢ࠸᪉ࠊ㑅ࡧ᪉㸧ࢆ୰ᚰ࠾ヰ
ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᐇ≀ࢆࡗ࡚ࡢศࡾࡸࡍ࠸ㄝ᫂
ࡀ࡚ࡶཧ⪃࡞ࡾఇ᠁㛫࡞ࡗ࡚ࡶ⇕ᚰ㉁ၥࡍࡿጼ
ࡶࡳࡽࢀࡲࡋࡓࠋᚋ༙ࡣࠊ㸱ࢢ࣮ࣝࣉศࢀ࡚ࡢᗙㄯ
࡛ࠊ᪥ࡈࢁࡢᝎࡳࡸឤࡌ࡚࠸
ࡿࡇࢆヰࡋྜ࠸ࡲࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊሙෆ࡛ࡣ⋞㛵➼ࡢᡭࡍ
ࡾࡸ᪼㝆ᶵࠊࢩࣝࣂ࣮࣮࢝࡞
ࡢᒎ♧ࡸࠊ㣗ࡣࠊ
ㆤ⏝ࡢᰤ㣴ㄪᩚ㣗ရࡢㄝ᫂ࡶ
࠶ࡾࠊ┒ࡾἑᒣ࡞ෆᐜࡢ㞟࠸
介護者集い ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
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３月６日(火)

「住民自治協議会第２ブロック５地区連絡会」の開催
会長
ࠉఫẸ⮬༠㆟ࡣࠊᕷ༠ാࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅᇦࡢ≉ᛶࢆ
⏕ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢఫẸయࡢ⮬⤌⧊
࡛ࡍࠋ
ࠉ㛗㔝ᕷෆᆅ༊࠾࠸࡚タ❧ࡉࢀࠊయ㆟ࡢሙ
ࡋ࡚ࠕ㛗㔝ᕷఫẸ⮬㐃⤡༠㆟ࠖࡀ࠾ࢀࠊࡑࡢ㐃
⤡ࢆ᭦ᆅᇦࡈ㸵ࡘࡢࣈࣟࢵࢡศࡅ࡚άືࢆࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉᏳⱱ㔛ᆅ༊ࡀᡤᒓࡍࡿ➨㸰ࣈࣟࢵࢡ㸳ᆅ༊㸦ⱂ⏣ࠊྂ
∾ࠊ୕㍯ࠊྜྷ⏣ࠊᏳⱱ㔛㸧ఫẸ⮬༠㆟ᙺဨࡀ㞟ࡲ
ࡾࠊᅇࡣ㛗㔝ᕷᆅᇦ࣭ᕷẸ⏕ά㒊➉ෆ㒊㛗ཬࡧྛᨭ
ᡤ㛗ࡶཧຍࡋ࡚㐃⤡ࡀ㸱᭶㸴᪥㸦ⅆ㸧㛤ദࡉࢀࡲࡋ
ࡓࠋ
ࠉ㆟࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࡢఫẸ⮬༠㆟ࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ
㢟ࡋ࡚ࠊᙺဨࡢ࡞ࡾᡭ㊊ࠊ࣎ࣛࣥࢸࡢ㊊ࠊᏛ
ᰯࡢ㐃ᦠࠊබẸ㤋ࡢᣦᐃ⟶⌮ࡢ⛣⾜㜵⅏⤌⧊➼ㅖ
ၥ㢟ࡘ࠸࡚άⓎពぢࡀ࡞ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢㄢ㢟ゎỴྥࡅࡓ≉Ⰽ࠶ࡿάືࡀ⤂
ࡉࢀࡓࠊṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡋࠊࡶゎỴࡢ㐨
ࢆ᥈ࡿ᪉ྥᛶࡘ࠸࡚ሗࡀඹ᭷ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

松坂

明

ࠉఫẸ⮬༠㆟ࡀⓎ㊊ࡋྛᆅ༊ᖺవࡀ⤒㐣ࡋࡲࡋ
ࡓࠋᕷࡣఫẸ⮬༠㆟ࡢάືᑐࡋ㈈※ⓗᨭࢆ
ᅗࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࠕఫẸ⮬ࡽࡀࡘࡃࡿᆅᇦ࡙ࡃࡾࠖࡢ
⤌ࡳࡋ࡚ࡣࠊࡲࡔࡲࡔ㐣Ώᮇ࡛᭦࡞ࡿᨵၿࠊᨵ㠉ࡢᚲ
せᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋ
ࠉ᭦ࠊᆅᇦࡢⓙᵝࡣࠕ⮬ศࡓࡕࡢᆅᇦࡣ⮬ศࡓࡕ࡛
ࡘࡃࡿࠖ࠸࠺ព㆑ࢆᣢࡗ࡚άືཧຍࡋࠊάືࢆ㏻ࡌ
࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟ࢆඹ᭷ࡋゎỴྥࡅ࡚࠾࠸ດຊࡍࡿ
ࡇࡀᆅᇦࡢάᛶࠊࡋ࠸࡚ࡣᆅᇦ࡙ࡃࡾ⧅ࡀࡿࡢ
⪃࠼ࡽࠊᚋࡶ༠ാࡋ࡚ࡺࡃࡇࡢ㔜せᛶࡀ♧ࡉࢀ᭷
ព⩏࡞㆟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

介護予防に重点をおいた

たすけあい事業の
コーディネーターとして
１月９日から入社

新たな長野市の補助制度が施行されました
ᖺࠎ㧗㱋ࡀ㐍ࡴ࡞ᕷẸࡢⓙࡉࡲࡀࠊఫࡳ័ࢀࡓᆅᇦ࡛ᗣ
࡛⏕ࡁ⏕ࡁࡋࡓ⏕άࢆ㏦ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᆅᇦ࡛ㆤண㜵ά
ືࢆ❧ࡕୖࡆࠕㆤண㜵⏕ࡁ࠸ࡁ㏻࠸ࡢሙᴗࠖࢆᐇࡍࡿᅋయ
ᑐࡋ࡚⿵ຓࢆࡍࡿไᗘࠋ

原

孝子

民 生・児 童 委 員をやりな
がらたすけあい事業の仕事に
携わることになり、一層福祉
の重要性を感じています。
地域のたすけあい事業が
多くの方の協力で成り立って
いることを知り、正に「助け
合い」だと実感しています。

＜補助制度の名称＞
ࠉࠕ㛗㔝ᕷㆤண㜵⏕ࡁ࠸ࡁ㏻࠸ࡢሙᴗ⿵ຓ㔠ࠖ

＜補助対象となる事業の内容＞
ࠉࠉ࠾࠾ࡴࡡ㸳ே௨ୖࡢ㧗㱋⪅ࢆᑐ㇟ࠊྛᆅᇦࡢබẸ㤋➼ࢆ㛤ദ
ࠉሙᡤࡋ࡚ࠊㆤண㜵ࢆ┠ⓗࡋࡓయ᧯ࠊࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㸦ࢫ࣐ࣝ
ࠉ࣮࣎ࣜࣥࢢࠊࢫ࣏࣮ࢶ྿▮➼㸧ࠊᗣ࣐࣮ࢪࣕࣥࠊᅖ◻࣭ᑗᲦ࡞ࡢ
ࠉ࣋ࣥࢺࢆ᭶㸰ᅇ௨ୖ㛤ദࡍࡿࠋ

＜補助対象となる実施団体＞
ࠉࠉఫẸ⮬༠㆟ཬࡧᆅ༊ࡢㆤண㜵➼㛵ࡍࡿィ⏬ࡢ᥎㐍༠
ࠉຊࡍࡿఫẸᅋయࡸ㹌㹎㹍ࠋࡓࡔࡋࡢไᗘࡼࡿຓᡂࡸ⿵ຓࢆཷࡅ
ࠉ࡚࠸࡞࠸ࡇࠋ

＜安茂里地区住民自治協議会の対応＞
ࠉࠉᏳⱱ㔛ᆅ༊ఫẸ⮬༠㆟࡛ࡣࠊ⚟♴ࣂࢨ࣮ࡢ┈㔠ࡢ୍㒊ࢆ
ࠉ✚ࡳ❧࡚ࡓࠕᏳⱱ㔛ᆅ༊⚟♴άືᴗᨭᇶ㔠ࠖࢆά⏝ࠊᆅ༊➼
ࠉࡢ⊂⮬ࡢ⿵ຓไᗘࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࠉヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏳⱱ㔛ᆅ༊ఫẸ⮬༠㆟ົᒁཬࡧᆅᇦ⚟
ࠉ♴࣮࣮࣡࢝࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࠋ

平成30年１月９日からコーディネーター
として入社した原さん

医療法人 みすゞ会
〒380-0942 長野市小柴見123

TEL.026 - 213 - 4800
クリニック 水野医院／老人保健施設
グループホーム
／地域包括支援センター

篠ノ井小松原2360
TEL.026-261-1555
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シリーズ

地域の イベント
小路地区元旦マラソン
ᑠ㊰ᆅ༊බẸ㤋㤋㛗ࠉ

⃝ࠉᜏ

小路地区の元旦マラソン

ࠉᖺࡶᜏࡢඖ᪦࣐ࣛࢯࣥࡀከᩘࡢཧຍ⪅ࡢ
ࡶ↓࣭┒㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉᑠ㊰ᆅ༊࡛ࡣࠊᆅᇦࡢⓙᵝᨭ࠼ࡽࢀࠊẖᖺ
㸯᭶㸯᪥ඖ᪦࣐ࣛࢯࣥࡀ㛤ദࡉࢀࡲࡍࠋ㞷
ࡢࡓࡵ≏ᕝ⚄♫ཧᣏ࡞ࡗࡓᖺࡶ᭷ࡾࡲࡋࡓ
ࡀࠊᖺࡣኳೃᜨࡲࢀࠊከᩘࡢே࣭ᑠᏛ
⏕࣭ᗂඣࡢ᪉ࠎཧຍ㡬ࡁࠊᡃ➼࡞ࡃ↓
㛤ദ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࠉඖ᪦࣐ࣛࢯࣥࡣࠊᖺඖ᪦ࡽࠊ⪁ⱝ⏨
ዪࢆၥࢃࡎཧຍ࡛ࡁࡿᏘࡢࢫ࣏࣮ࢶࡋ࡚㛤
ദࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࣛࢪ࢜య᧯࡛యࢆ ࡵࠊබẸ㤋ࢆࢫࢱ࣮ࢺ
ࡋࠊᑠᏛᰯపᏛᖺ௨ୗཬࡧṓ௨ୖࡢ㸿ࢥ࣮
ࢫࠊ㊥㞳ࢆᘏࡤࡋࡓ㧗Ꮫᖺ௨ୖཬࡧ୍⯡ࡢ㹀
ࢥ࣮ࢫศࢀࠊ≏ᕝ⚄♫ࡢࢳ࢙ࢵࢡ࣏ࣥࢺ
ࢆᢡࡾ㏉ࡋࠊබẸ㤋ᡠࡿࢥ࣮ࢫ࡛⾜ࢃࢀࡲ
ࡍࠋဨࡀࢦ࣮ࣝࡋࡓࡽࠊබẸ㤋࡛ᡂ⦼Ⓨ⾲

ࠊ㈹≧ཬࡧ㈹ရᤵࡀ⾜ࢃࢀࠊ᪂ᖺࡀጞࡲ
ࡾࡲࡍࠋ
ࠉඖ᪦࣐ࣛࢯࣥࡣࠊᖺ࡛ᅇ┠࡞ࡿẖᖺᜏ
ࡢ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ༊Ẹࡢⓙᵝࡢᗣቑ
㐍࣭ぶ╬ୡ௦㛫ὶࡢᡭຓࡅ࡞ࡿࡼ࠺ࠊᏳ
Ẽࢆࡅ࡚ࠊᮎỌࡃ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸
ࡲࡍࠋ

最終年度を迎えて（仮称）

安茂里地区公園
公園建設小委員会事務局 臼

田澄子

ࠉᖹᡂᖺᗘࡽィ⏬ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓබᅬᘓタࡶ
࠸ࡼ࠸ࡼᖺᖺᗘ୍࡛㒊᳜᱂ࢆṧࡋ࡚ᡂࡋ
ࡲࡍࠋ㐟ලࡶタ⨨ࡉࢀࠊ┿ࡢࡼ࠺」ྜⓗ࡞
㐟ල࡛ࣉ࣏࣮ࣞࢺ࣡ࣥࢲ࣮ࠊࡇࢀࡣᏊ౪ࡶ㧗
㱋⪅ࡶᴦࡋࡵࡿ⡆༢࡞ࢫࣞࢳࢵࢡ㢼ࡢࡶࡢ࡛
ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊᗂඣࡣࢫࣥࢢ㐟ලࣂࢿᘧࡢࡶ
ࡢࡀ㸰ᇶධࡾࡲࡋࡓࠋ࠸ᡭࡢ࠸࠸ࡶࡢࠊࡑ
ࡋ࡚ࠊᗣቑ㐍ࢆᅗࡿ┠ⓗ࡛ࡶࡈ⏝࠸ࡓࡔ
ࡁࠊ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢࢥ࣮ࢫࡢ୍ᆅⅬࡋ࡚ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙᡤ
ࡋ࡚࠾࠸࠸ࡓࡔࡅࡿ
ࡶࡢᛮ࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ
㐟ලࡀධࡗࡓࡇ࡛බ
ᅬࡢ࣓࣮ࢪࡶኚࢃࡗ
植樹されたソメイヨシノ ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᘓタᑠጤ

設置された遊具

ဨᆅ༊ࡢᏊ౪ࡓࡕࡽ᪂ྡ⛠ࢆເ㞟୰࡛
ࡍࠋ≉ᚩ࠶ࡿ࠶ࡸࡾᶫࡢ⿂ࠊࣘࣜࡢᮌࠊᕝࡢ
㡢➼ࡇࡢබᅬࡩࡉࢃࡋ࠸ྡ๓ࡀࡅࡽࢀࡿ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡘ࡙࠸࡚ࠊᱜᮌࢯ࣓ࣚࢩࣀࢆ㸵ᮏ
᳜࠼ࡲࡋࡓࠋ㸳㹼㸴ᖺࡶࡢ࡛᮶ࡣⰼࡶࡕࡽ
ࡽࠉⰼぢࡀᴦࡋࡳ࡛ࡍࠋணᐃࢆ๓ಽࡋ࡚බᅬ
ⅉࡶධࡾࡲࡋࡓࠋ㜵≢ୖᏳࢆ➨୍ඃඛࡋ࡚
ཧࡾࡲࡍࠋ᭱⤊ᖺᗘࡢᕤࡣ࣋ࣥࢳࠊ㥔㌴ሙࠊ
⅏ᐖ⏝ഛᗜࠊᅬ㊰⯒୍㒊ࠊᶞᮌ㸦㧗ࠊ
ప㸧ࡢ᳜᱂➼࡛࡞ࡾࡲࡍࠋ㛗࠸㛫Ᏻⱱ㔛
ᆅᇦࡢẸᵝࡣ࠾ᨭࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓࠋ

