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身近なコミュニティーの場に
指定管理を機に創造する公民館へ
ڑ༩ᆸгૄዌሑȢ͚ؔݛဌ
ࠉࡇࡢᗘࠊᏳⱱ㔛බẸ㤋㛗

ࡋࡓࠕ㞟ࡲࡾࠖࡸ⏕άᩥࢆ㧗ࡵࡿࠕᏛࡧࠖࢆ

௵ࡉࢀࡲࡋࡓᑠᕷࡢఫ

㏻ࡋ࡚ࠊᆅᇦ㐃ᖏࢆᙉࡵࡿࠕࡘ࡞ࡂࠖࡢᙺࢆ

ேࠊከ⏣⏦ࡋࡲࡍࠋ

ษࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࡀࠊᖺᗘࡽጞࡲࡿᴗ

ᖺᗘࡽᣦᐃ⟶⌮࡞ࡾࡲ

ࡣࠊఫẸ⮬ࡽࡀேබ࡞ࡗ࡚㐀ࡍࡿබẸ㤋

ࡋࡓᏳⱱ㔛බẸ㤋ࡢ㐠Ⴀࡸ

ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞⠇┠ࡢᖺࢆ㏄࠼ࡓ࠸࠼ࡲࡍࠋ

άືࡀࠊᆅᇦࡢⓙࡉࡲ

ࠉᏳⱱ㔛ࡢⓙᵝ࠾୍ே࠾ࡦࡾࡀ⋡ඛࡋ࡚ࠊᨾ

ࡗ࡚ࡼࡾ㌟㏆࡞ࢥ࣑ࣗࢽ

㒓Ᏻⱱ㔛ࢆࡼࡾඖẼࡍࡿࡓࡵࡢཎືຊ࡞ࡗ

ࢸ࣮ࡢሙ࡞ࡿࡼ࠺ດຊࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾ

࡚࠸ࡓࡔࡅࡓࡽࠊ࠶ࡾࡀࡓࡃᏑࡌࡲࡍࠋⓙᵝࡢ

ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

ࡈᨭࠊࡈ༠ຊࢆษ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

多田井 幸視
安茂里公民館長

ࠉྂࡃࡽࡢṔྐ㇏࡞ᩥࡀ⁻࠺Ᏻⱱ㔛ࡢ

安茂里公民館 新スタッフ

ᆅࢆឡࡋࠊⓙᵝ࠾୍ே࠾ࡦࡾࡀ⋡ඛࡋ࡚ᆅᇦ
ࢆ┒ࡾୖࡆ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ཧࡾࡓ
ࡃᛮ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ✚ᴟⓗ࡞ࡈᥦゝࡸබẸ㤋άື
ࡢࡈཧຍࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࠉ➨ḟୡ⏺ᡓᚋࡢᖺࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ
බẸ㤋άືࡶࡍ࡛ᖺࢆ⤒㐣ࡍࡿ୰࡛ࠊᡓᚋ
ࡢ᪥ᮏ♫ࡢⓎᒎࡢࡓࡵ㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࡶ
ࠊ㇏࡛₶࠸ࡢ࠶ࡿ♫ࢆࡵࡊࡋ⚾ࡓࡕࡢ⏕
άࡶ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᆅᇦ⏕ά᰿ࡊ

多田井幸視 館長

和田博之 主事

松永眞弓 職員 栗山友里恵 職員

〈支え合う安茂里応援 一芸ボランティア〉
長野市地域やる気支援補助金２年継続獲得
ࠉᖹᡂᖺᗘࡶ㸰ᖺ⥅⥆ࡋ࡚ࠕᨭ࠼ྜ࠺Ᏻⱱ㔛
ᛂ ୍ⱁ࣎ࣛࣥࢸࠖࢆ⏦ㄳࠊ㸯᭶᪥
㸦᭶㸧ࣄࣜࣥࢢࡀ࠶ࡾ⥲ᴗ㈝
㸦ᕷ⿵ຓ㢠㸧ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࡢෆᐃ
㏻▱ࡀᒆࡁࡲࡋࡓࠋᖹᡂᖺᗘࡣࠊᢸᙜ㒊⨫ࡢ
❧ࡕୖࡆࠊᖺ㸰ᅇࡢ࣎ࣛࣥࢸ㏻ಙࡢⓎ⾜➼
άືࡢࡁࡗࡅࢆồࡵࡿேࠊᨭࢆᚲせࡍࡿ
Ꮫᰯ࣭タ࡞ࡢ௰❧ࡕࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

１月７日（火）開催された選考委員会
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までの
12月から３月上旬

主な行事紹介
12月９日(金)

犀川堤防上の天端舗装工事が完了

１月３日(火)
成人祝賀式 開催

(教育文化部会)

ࠉᖹᡂᖺᏳⱱ㔛ᆅ༊ᡂே⚃㈡ᘧࡀ⏨ᛶྡࠊዪᛶྡࡢ
ྜィྡࡀฟᖍࡋᏳⱱ㔛බẸ㤋࡚㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

１月13日(金)
(千曲川河川事務所)

ࠉᖹᡂᖺᗘࡢࠕඖẼ࡞ࡲࡕ࡙ࡃࡾᕷẸ㆟࡛ࠖ㛗㔝ᕷせᮃ
ࡋࠊ
ࠕᅔ㞴࡛࠶ࡿࠖࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓᶆグᴗࡀࠊᖹᡂᖺᗘ
ᛴࡁࡻண⟬ࡉࢀᕤࡀᐇࡉࢀࡲࡋࡓࠋ᭶㸷᪥ࠊᘏ
㹫ࡢ⯒ᕤࡀࡋࡓ᪨ࡢ㐃⤡ࡀᏳⱱ㔛ఫ⮬༠ධࡾࡲࡋ
ࡓࠋᚋࡣᗣ࡙ࡃࡾࠊࢪࣙࢠࣥࢢཬࡧ࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ࣮ࣟࢻࡋ
࡚ከࡃࡢᕷẸά⏝ࡉࢀࡿࡇࢆᮇᚅࡋࡲࡍࠋ

安茂里地区住自協 新年祝賀会 開催
ࠉᏳⱱ㔛ᆅ༊ఫẸ⮬༠㆟ࡀദࡍࡿ᪂ᖺ⚃㈡ᘧࡀ࣍ࢸ
ࣝಙ⃰㊰࡛㛤ദࡉࢀࠊ᮶㈱ཬࡧᵓᡂᅋయ㛗ࢆྵࡵྡࡀฟᖍ
ࡋࠊぶࡋ࠸ὶࢆ࠾ࡋᖹᡂᖺࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲࡋࡓࠋ

１月25日(水)
長野市住民自治協議会第2ブロック会議

(総務部会)

ࠉྜྷ⏣ࠊ୕㍯ࠊⱂ⏣ࠊྂ∾ཬࡧᏳⱱ㔛ᆅ༊ఫẸ⮬༠㆟࡛
ᵓᡂࡍࡿ➨㸰ࣈࣟࢵࢡఫ⮬༠㐃⤡ࡀ㸺ࣀࣝࢸ࡞ࡀࡢ㸼࡛ྛఫ
⮬༠ᙺဨࠊᨭᡤ㛗ཬࡧົᒁ㛗ࡀฟᖍࡋ㛤ദࡉࢀࠊྛᆅ༊ࡢ
ᖹᡂᖺᗘࡢάື≧ἣࠊᖹᡂᖺᗘࡢᴗணᐃ࣭せᮃ➼ࡘ
࠸࡚ពぢࡋࡲࡋࡓࠋ

１月26日(木)
安茂里公民館指定管理準備委員会 開催
完成した犀川堤防上の天端舗装工事

12月15日(木)
長野県元気づくり支援金ヒアリング
ࠉ࣑ࣝࢿ࣮ࢩࣙࣥタ⨨ᴗ㛵㐃࡛㛗㔝ᕷࡽࡢ⿵ຓ㔠ࡢᑐ
㇟ᮇ㛫ࡀ㸱ᖺ㛫࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽᖹᡂᖺᗘࡣࠊᶆグ㛗㔝
┴ඖẼ࡙ࡃࡾᨭ㔠ࡢᑐ㇟ᴗ࡞ࡿࡢ࡛ࡣࡢぢゎࡽࠊ
㛗㔝ᕷ⏬ㄢࢆ㏻ࡋᛂເࠋ⟍ᐇ⾜ጤဨ㛗ࠊ㛗㔝ᕤᴗ㧗ᰯ⏕ᚐ
ᑠᯘⱸ௨ጤဨ㛗ࠊᑠᯘ⯙㤶ᙺဨࠊᑠᯘົᒁ㛗ࡀฟᖍࡋㄝ
᫂ࠋỴᐃࡣ㸲᭶ୗ᪪࡞ࡿணᐃࠋ

ࠉᖹᡂᖺ㸲᭶ࡽࡢᣦᐃ⟶⌮㐠Ⴀࡀ㛤ጞࡉࢀࡿᕷ❧Ᏻⱱ㔛
බẸ㤋ࡢ⛣⾜ྥࡅ࡚ࡢ᭱⤊‽ഛ㆟ࡀ㛤ദࡉࢀࠊ‽ഛᐊ
ࡋ࡚ࡢ௵ົࢆ⤊ࡋࠊᚋࡣࠊ࡞≧ែ࡛ᣦᐃ⟶⌮㐠Ⴀࡢࢫ
ࢱ࣮ࢺࡀᅗࢀࡿࡼ࠺࡞యไࢆㅮࡌࡿࡃỴᐃᶵ㛵࡛࠶ࡿఫ⮬༠
ᙺဨࡑࡢᴗົࡀ⛣⾜ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ

２月２日(木)
地域活動支援課 安茂里住自協訪問
ࠉ㛗㇂㒊ㄢ㛗ࠊᒸ⃝ࠊᒣᮏಀ㛗ࡀᏳⱱ㔛ఫ⮬༠ࢆ᮶ゼࡋࠊ
ィฎ⌮➼ࡢᣦᑟࠊఫ⮬༠ࡢせᮃ࣭ㄢ㢟ࠊᏳⱱ㔛ࡽࡢせᮃ
➼ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ㆟ࡀᐇࡉࢀࡲࡋࡓࠋᯘ㛗ࠊィᙺဨࠊ
ᨭᡤ㛗ࠊົᒁ㛗ཬࡧィᢸᙜົᒁ⫋ဨࡀฟᖍ

２月10日(金)
会長ＯＢ会 開催（総務部会）
元気づくり支援金のヒアリング

12月25日(日)
イルミネーション撤去
ࠉ㛗㔝ᕤᴗ㧗ᰯ⏕ᚐࠊ〈ⰼ୰Ꮫᰯࡶࡢ࡙ࡃࡾ㒊ဨࠊఫ⮬༠
ᙺဨࠊᏳⱱ㔛ᨭᡤࠊົᒁဨࡢ⥲ໃྡ࡛᧔ཤసᴗࢆᐇࠋ
ᖹᡂᖺᗘࡢࠕ㛗㔝ᕷᆅᇦࡸࡿẼᨭ⿵ຓ㔠 ࣑ࣝࢿ࣮ࢩࣙ
ࣥᴗࠖࡀࡋࡲࡋࡓࠋ

ࠉึ௦ࡢᒸᮧ୍ዲẶࠊ㸳௦ࡢᒣཱྀಟẶࡀஸࡃ࡞ࡾᐢࡋࡃ
ឤࡌࡲࡍࡀࠊᒣᮏဨஓࠊཎ๛ࠊ୰ᮧṔ௦㛗㸰ᖺ
ࡪࡾᏳⱱ㔛ఫ⮬༠୕ᙺ࣭ᨭᡤ㛗࣭ົᒁ㛗ࡀάື≧
ἣࡸᚋࡢ
ㄢ㢟➼ࡘ࠸
࡚ヰࡋྜ࠸ࠊ
ぶࢆ῝ࡵࡲ
ࡋࡓࠋ
歴代会長会開催
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ࠉࠕ⏕ᚐࡽᆅᇦࡢ᪉ࠎࢃࡾࠊᆅᇦ㈉⊩ࡋࠊ
ᆅᇦࡢ᪉ࠎࢆඖẼࡉࡏࡿ㹕㹇㹌࣭㹕㹇㹌ࡢ㛵ಀࢆ
ࡾฟࡑ࠺ࠖᮏᖺᗘࡼࡾ〈ⰼ୰Ꮫᰯࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫ
ࢡ࣮ࣝࡀጞࡲࡗࡓࠋ
ࠉ㸳᭶ࠉ㝣ୖ㒊ࡢ⏕ᚐࡀࠊᑠ⏣ษᆅ༊ࡢᚚᰕ⚍ཧຍ
ࡋࡓࠋୡᖏᩘࡢῶᑡࡽᅇࡢ㛤ദࢆぢ㏦ࢁ࠺ࡋ࡚
࠸ࡓᑠ⏣ษᆅ༊ࡢⓙࡉࢇࡀࠊ⏕ᚐࡢཧຍࢆኚ႐ࢇ࡛
ࡃࡔࡉࡾࠊ⏕ᚐࡶ㈗㔜࡞⤒㦂ࢆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠉ㸶᭶ࠉዪᏊࢸࢽࢫ㒊ࡢ⏕ᚐࡀࠊⱂ⏣ᆅ༊ࡢࠕㄆ▱

平成29年４月１日

ࢧ࣏࣮ࢱ࣮㣴ᡂㅮᗙࠖࢆཷㅮࡋࡓࠋ⋞㛵ࡲ࡛ぢ㏦ࡾࡋ
࡚ࡃࢀࡓධᒃ⪅ࡢ᪉ࠎࠊࠕࡲࡓ᮶࡚ࡡࠖࠕ࠶ࡾࡀ
ࡡࠖゝࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡓ⏕ᚐࡓࡕࠋ⏕ᚐࡣ⮬ᑛᚰࡀ㧗ࡲ
ࡾࠊධᒃ⪅ࡢ᪉ࠎࡣ⏕ᚐࡽඖẼࢆࡶࡽ࠼ࡿࠋࡇࢀࡒ
㹕㹇㹌࣭㹕㹇㹌ࡢ㛵ಀࡔࠋ
ࠉࡑࡢࠊᆅ༊㜵⅏カ⦎࣭ᩗ⪁࣭ࡩࢀ࠶࠸ࢥࣥࢧ࣮
ࢺ࣭࣮ࣔࣞࣇ࢙ࢫࢱ➼ཧຍ࣭࠾ࡤࢀࡋࠊࡑࡢࡓ
ࡧࠕ୰Ꮫ⏕ࡀඖẼάືࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠺ࢀࡋࡗࡓࠖ
ᢸᙜ⪅ࡢ᪉ࡽឤㅰࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊⓏᰯࠊᶓ᩿Ṍ
㐨ࢆΏࡿࡁᅔࡗ࡚࠸ࡓ࠾ᖺᐤࡾࢆຓࡅ࡚࠶ࡆࡓ⏕
ᚐࠋୗᰯࠊ㥔㌴ሙࡢ㞷ࡁࢆ⮬ⓗᡭఏࡗ࡚࠶ࡆ
ࡓ⏕ᚐ➼ࠊ᪥ᖖⓗ࠺ࢀ
ࡋ࠸㐃⤡ࡶධࡿࠋ
ࠉࠕᆅᇦࡢᏊࡶࢆᆅᇦ
࡛⫱࡚ࠉᆅᇦࡢᢸ࠸ᡭ
㸟ࠖࢆᇶᮏⓗ࡞⪃࠼
ࡋ࡚‽ഛࡋ࡚ࡁࡓ〈ⰼ୰
Ꮫᰯࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭ࢫ
ࢡ࣮ࣝࢆ᮶ᖺᗘࡶࡉࡽ
ᗈࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
認知症サポート養成講座
長野市包括支援センター芹田
食事の用意を手伝っている女子テニス部

平成28年５月４日、小田切地区水内鎮神社の御柱祭の里曳きに参加した陸上部

光る小市の結束・地域力

ࠊݱπൟоᇌ‧•ԗ࠰⇁↯ⅺⅷ↕
小市公民館長

オープニング
小市神楽囃保存会の獅子舞

ࠉᑠᕷබẸ㤋❧࿘ᖺ
グᛕᘧ࣭⚃㈡ࡀᖹᡂ
ᖺ᭶᪥ࠊ㛗㔝ᕷᏳ
ⱱ㔛య⫱㤋࡛㛤ࢀࡲࡋ
来賓祝辞
ࡓࠋබẸ㤋ᙺဨࡸṔ௦㤋
㛗࡞࡛ࡘࡃࡿᐇ⾜ጤဨࡀദࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࠉグᛕᘧ࣭⚃㈡ࡣேࢆ㉸࠼ࡿ᪉ࠎࡀฟᖍࡉ
ࢀࠊ┒㛤ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋఱேࡶࡢඛ㍮ㅖẶ
ࡀឤᾦࢆὶࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊཧຍ⪅ࡢᑠᕷᆅᇦࡢឡ
ࡢ῝ࡉࠊ⤖᮰ຊࡢᙉࡉࢆᨵࡵ࡚ឤࡌࡓᘧ࣭⚃㈡࡛
ࡋࡓࠋࡲࡉࠕබẸ㤋ࢆࡸࡗ࡚࠸࡚Ⰻࡗࡓࠖᚰᗏ
ឤࡌࡽࢀࠊᙺဨෞᑾࡁࡓᖾࡏ࡞୍᪥࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠉ௦ࡢ⛣ࡾኚࢃࡾࡶࠊබẸ㤋άື㝈ࡽࡎࠊ
ᆅᇦࡢྛ✀ᅋయ࡛ࡣࡘ࡚ࡣᆅᇦఫẸࡀໃཧຍࡋ
࡚ࠊάⓎ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓάືࡸᴗࡀࠊ࠸ࡘࡢࡲ
ᙺဨࡔࡅࡀᢸ࠺ࡼ࠺࡞≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧ࡔ

山口

勉

記念講演
裾花中学校吹奏楽部

ᛮ࠸ࡲࡍࠋ┅㋀ࡾࡸ㐠ື࡞௦⾲ࡉࢀࡿఏ⤫ⓗ࡞
⾜ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡢࡀᅔ㞴࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀቑຍࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡇࡢࡓࡧࡢᑠᕷබẸ㤋࿘ᖺグᛕᴗ࡛ࡣࠊᑠᕷ༊
Ẹࡢࡳ࡞ࡉࡲࡢከ࡞ࡈ༠ຊࡸࡈཧຍࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊࡲ
ࡉࠕᑠᕷࡢᗏຊࠖࢆぢࡓᛮ࠸࡛ࡍࠋࡇࡢ⤒㦂ࡣᚋ
ࡢබẸ㤋άືࡢ࠶ࡾ᪉ࡸᆅᇦάືࡢㄢ㢟ゎỴከࡃࡢ
♧၀ࢆ࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋᆅᇦࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣮㛵ಀ
ࡀᕼⷧ࡞ࡗࡓࡾࠊࡈ㏆ᡤࡢຓࡅྜ࠸ຊࡀపୗࡋࡓࡾ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ௦ࡢ࡞ࠊᑠᕷ࡛ࡣࡲࡔࡲࡔࠕࡳࢇ࡞
࡛ᨭ࠼ྜ࠺ᆅᇦຊࠖࡀ⥔ᣢࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿᐇឤࡋࡓᴗ࡛ࡋ
ࡓࠋከࡃࡢࡳ࡞ࡉࡲࡢࡈ༠ຊ
ᨵࡵ࡚ᚰࡽᚚ♩⏦ࡋୖࡆ
ࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋ
歴代公民館長への
ࡓࠋࠉ
感謝状の贈呈
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シリーズ

地域の お祭り
杏花台区と杏花台神社

ᡝࠊ᭶᪥⚄♫㙠ᗙ⚍ࢆᇳࡾ⾜࠸ࠊࠕ⮬↛ᑐࡍ
ࡿ⏽ᩗࠊ㎰⪔ࡢ㇏✨ࠊ༊ẸࡢᏳὈࠖࢆ㢪࠺⚆ࡀࠊ㛵
ಀ⪅ࡢດຊࡼࡾࠊ㛗ᖺࡢ㢪࠸࡛࠶ࡗࡓᮥⰼྎ⚄♫
ࡢㄌ⏕ࢆࡳࡓࠋྠᖺ᭶┒ᖺ㉺ࡋ⚍ࡾࢆᇳࡾ⾜
࠸༊Ẹᢨ㟢ࡉࢀࡓࠋࡇࡢⅬ࡛ࡣࡈ⚄యࡢୖᒇࡣ
↓ࡃࠊᩘᖺ㢼㞷ࡉࡽࡉࢀࠊཝࡋ࠸⎔ቃୗ࡛㙠ᗙࡋ
࡚࠸ࡓࡀࠊࠕ③ࠎࡋ࠸ࠊୖᒇࡀ࠶ࢀࡤࠖ៧࠼ࡿኌ
ࡀ㧗ࡲࡾࠊᖹᡂᖺί㈈ເ㔠㛤ጞࠊ⩣ᖺ᭶ᮏ
Ẋࡀᡂࠊ㠧ᇽ❹ᕤࢆ┒⚃ࡗࡓࠋ
ࠉ⌧ᅾᮥⰼྎዊ㈶ࡢ
࣓ࣥࣂ࣮ࡼࡾࠊ⛅
ᖺ㉺ࡋࡢ⚍ࡾࢆᇳࡾ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋཪࠊ㐣ཤ
ᘓタᑾຊࡉࢀࡓே㐩
ᩗពࢆ⾲ࡋࠊᏊ౪ࡓ
ࡕࡇࡢṔྐࢆㄒࡾ⥅
࠸࡛࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࡇࡽ

平成28年

10月26日

ᮥⰼྎ⚄♫ዊ㈶⥲௦ࠉἑࠉு୕
ࠉᮥⰼྎᅋᆅࡣ
ᖺᡞࡀึධ
ᒃࠊ㸰ᖺᚋࡣ
ᡞࡀ᪂ࡓᡂࡋࠊ
㸲㒊⤌ࡢ༊ࡀㄌ⏕
ࡋࡓ㸦⌧ᅾ⣙
ᡞ ࠋᖺ⫱ᡂ
杏花台神社 ࠊ㻼㼀㻭ࡀ୰ᚰ࡞
ࡾࠊ࠾ᐑࡀ↓ࡃ࡚ࡶᏊ౪ࡓࡕࡢࡓࡵࠕ⚄㍿⚍ࡾࠖ
ࢆࡸࢁ࠺ࠋཝࡋ࠸㈈ᨻࡢ୰ࠊኴ㰘ࡣ༊࡛㉎ධࠊ⚄㍿
ࡣ༊Ẹ᭷ᚿࡢᡭసࡾ࡛ࢫࢱ࣮ࢺࠋࡑࡢᚋᏊ౪ࡓࡕ
ࡽࠕ࠾ᐑࡶ↓࠸ࡢ⚄㍿⚍ࡾࡣ࠾ࡋ࠸ࠖࡢኌࠋ
ࡇࡇ༊Ẹࡢᚰࡢࡼࡾࡇࢁࠊᛕ㢪ࡢᮥⰼྎ⚄♫
ᘓࡢᶵ㐠ࡀ୍Ẽ┒ࡾୖࡀࡿࠋ
ࠉᖺ⚄♫ᘓⓎ㉳ேࡀⓎ㊊ࠋ⚍⚄ࡘ࠸࡚
ࡣỈෆᆅ᪉ࡢ⮬↛ࠊ≏ᕝ࣭༓᭤ᕝ࣭〈ⰼᕝ࣭㫽ᒃ
ᕝࢆල⌧ࡋࡓ⮬↛⚄ࠊཪྂ௦ࡣᮅᘐࡢᑛᓫࡢཌ
ࡗࡓ⚄࡛࠶ࡿࠕ㢌❳ᶒ⌧ࠖࡍࡿࠋ♫Ẋࡣ▼㐀
ࡾࠊ㈨㔠ࡣᡞ㸦ᡞ㸧ࡽࡢᐤ࡛㈥࠺ࡇࢆỴ
ࡵࡓࠋྠᖺ᭶ึ᪪ࠊᡞ㞃㢌❳⚄♫࡚ࡈ⚄యዊ

山王小学校
環境美化教育優良校等表彰 受賞
山王小学校 教頭 宮 澤 俊 充
ࠉᖹᡂᖺ㸯᭶᪥ࠊᒣ⋤ᑠᏛᰯࡣ➨ᅇ⎔ቃ⨾
ᩍ⫱ඃⰋᰯ➼⾲ᙲ㸦බ┈♫ᅋἲே㣗ရᐜჾ⎔ቃ⨾
༠ദ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣭㎰ᯘỈ⏘┬࣭⎔ቃ┬ᚋ㸧
࡛ࠊࠕ༠㛗㈹ඃⰋᰯࠖ㑅ࡤࢀࡲࡋࡓࠋᖹᡂ
ᖺࡽࠊ∵ஙࣃࢵࢡࢆ㞟ࡵ
࡚ࢿࣃ࣮ࣝⱑᮌࢆ㏦ࡿά
ືࢆ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢάື
ࡀホ౯ࡉࢀ࡚ࡢཷ㈹࡛ࡍࠋ
ࠉࢿࣃ࣮࡛ࣝࡣ௨๓ࠊேཱྀ
ቑຍ࡛ᒣࡢᮌࢆษࡾࡍࡂࠊ
㣧ࡳỈࡀởࢀ࡚Ꮚࡶࡓࡕ

子供神輿

ࡀ࠾࡞ࢆࡇࢃࡋ࡚ໃࡀஸࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋ
ࡓࠋᏳ㔝ࡢᑠඣ⛉་ࡢࡧࡅ࡛ࠊࢿࣃ࣮ࣝࡢᒣ
⥳ࢆྲྀࡾᡠࡑ࠺࠸࠺άືཧຍࡋࠊඣ❺ࡢ
ษ࡞άືࡋ࡚ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᖺᗘࡣ
ᯛ㸦ⱑᮌ࡛ᮏศ㸧ࡢ∵ஙࣃࢵࢡࡀ㞟ࡲࡾࡲ
ࡋࡓࠋᅇࡢཷ㈹ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᑠࡉ࡞ࡇ࡛ࡶ⥅⥆ࡋ
࡚࠸ࡃࡇࡢษࡉࢆឤࡌ࡚ࡋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
ࠉࡲ࡛άືࢆཷࡅ⥅࠸࡛ࡁ࡚ࡃࢀࡓඛ㍮᪉ឤㅰ
ࡋࠊ᭦ࡇࡢάືࢆᆅᇦࡢⓙࡉࢇࡶᗈࡆ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋࡈ༠
ຊࢆࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸
ࡋࡲࡍࠋ

