
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６回 信更夏まつり開催 
8月 3日(土)「第 16回信更夏まつり」を開催しました。 

「奏 (かなで) 」のテーマにふさわしく、安茂里甚句さんによ

る甚句民謡からスタートし、フランス民俗音楽ミュゼット、

吹奏楽、信更保育園児による祭囃子、信更小学校児童による

和太鼓、懐かしのベンチャーズやタイガース音楽のバンド演

奏、津軽三味線、スコップ三味線と多様なジャンルの演奏が

続き、奏者と観衆が一体となった空間ができあがりました。 

 立川志の春（立川流二ツ目）による落語寄席で大いに笑い、宮坂こず恵さんによるバルーンアートで子ど

もと一緒に童心に戻り、商工会によるビンゴ大会で一喜一憂と、真夏の一日を大いに楽しんでいただいたの

ではないかと思います。 

警報が出る程の猛暑日となった祭り当日ではありましたが、出演者の皆さん並びに事前の準備からご協力

いただきました商工会、信更中学校の皆さん、住自協関係団体、役員の皆様のおかげで大成功のうちに幕を

閉じることができました。 

本当にありがとうございました。    夏まつり実行委員長 小林 英男 
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保育園を考える住民集会開催 信更保育園の今後について意見を交わす 

土木事業要望現地調査 

 

8月 22日（木）「保育園を考える住民集会」を信更地区の住民

48 人の出席で開催しました。これは『長野市公立保育所の適正

規模及び民営化等基本計画』により、「中山間地の保育所が２年

連続して、年度当初の入所児童数が 10人を下回った場合、休園

や統廃合などを含む施設の存続のあり方について、対象となる地

域関係者及び保護者との協議を開始する」との指針によるもので、

住民との意見交換を目的とするものです。 

市の説明では園児の年度ごとの推移は表の通り。 

年度 H23 24 25 26 27 28 29 30 31 
R2 

(予想) 

3 

(予想) 

4 

(予想) 

園児数 18 16 16 13 15 12 4 7 4 4 2 1 

これに基づき、市からは 

との提案がありました。ただし、これは確定ではなく今後の協議に応ずるとのことです。 

意見交換で、住民からは存続を望む意見が多く出されました。住民自治協議会では、信更保育園の今後に

ついて検討する委員会を設置し、意見を集約し市と協議していく予定です。 

 

 

   

  

  

令和 2 年度休園とし、園児の対応と園の運営を次のとおり対応する。 

1 信更保育園の再開に向けた協議に備える。 

●休園中も園児の募集をする。 

●入園希望者が 6 人以上になりその後も増加が見込まれる場合再開に向けた協議を再開する。 

2 在園児について、交通手段を確保し他園への送迎を検討する。 

自動車等販売・修理  

TEL 299－2416 

FAX 299－2138 TEL 278-2268 FAX 278-9720 

建設機械修理全般・特定自主検査・車検整備 

ミツトモ 

松代町小島田 3549-5  永井 津 

点検・整備お気軽にお問い合わせください 

県関連現地調査 

県道長野信州新線 路肩修繕調査 

市関連現地調査 

氷ノ田地区 側溝整備調査 

〇信更地区 市関連土木要望現地調査 

 9月 2日(月)～4日(水)の 3日間、連日 10名程度の市職員の出席

をいただき、現地調査を行いました。全要望件数 261件と数多く

の要望の中から、事前に現地の確認が済んでいる箇所や方針の出

ている箇所を除いた、約 6割の要望箇所について現地調査を行い、

現地で状況等を詳しく説明しました。市の職員も熱心に対応をい

ただく中で、1箇所でも多く対応していただくよう要望しました。 

○信更地区 県関連(道路・河川)現地調査 

8月 29日(月)13:30より、長野建設事務所職員 5名の出席をい

ただき現地調査を行いました。調査は、道路要望件数 40ヵ所のう

ち 9ヵ所、河川関連では要望件数 22ヵ所のうち 6ヵ所を抽出し

て実施しました。県道は路肩の修繕や側溝の整備、河川は護岸の

修繕や浚渫を中心に、緊急性の高い箇所を早急に対応していただ

くよう要望しました。 
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おせんしょ お花市開催   お盆の備えに彩り 

 

 

8月 24日(土) 5年前から栽培しているワイン用

ブドウが昨年 9月初収穫し 10ヶ月の時を経て醸造完成

記念のお披露目会を上尾の圃場で行いました。 

当日、ワイン葡萄しんこう会のメンバーが集合し試飲

会のテント張及び会場設営し、皆さんをお迎えする準備

をしました。 

試飲会開催にあたり、ワイン蒲萄しんこう会からのあ

いさつに続き信更住自協塚田今朝幸会長、長野市石坂恒

雄信更支所長、(一般社)長野市農業公社清水貢専務理事

の祝辞の後、前住民自治協議会会長北澤一男氏の乾杯の

音頭で試飲会が始まりました。まだ 8割完成の 20aの

圃場を総勢 69名の参加者で見学、ワインの試飲をして

いただき盛大に開催することができました。 

9月中旬過ぎには上尾圃場のほか宮平で赤ワインの品

種メルロー、高野圃場で白ワイン品種シャルドネのブド

ウ収穫が始まります。シャルドネは来年 2月下旬醸造

完成しますのでご期待下さい。 

これからも信更産の品質の良いブドウの栽培、おいし

いワイン醸造ができるよう活動していきたいと思います。ご協力をお願いいたします。 

ワイン葡萄しんこう会 柴田 優伸 

 

 

 

 

今年も恒例のおせんしょお花市を 8月 12日（月）に

開催しました。町内大勢の皆様からお申し込み、お買い

上げ頂きありがとうございました。 

 今回一部のお花の調達が間に合わず、ご迷惑をお掛け

しましたが何とか無事お届けする事が出来てほっといた

しました。これから先も花栽培の皆様にご協力いただき

ながらお花を楽しみにして下さる大勢の方々のご期待に

そえるよう「おせんしょお花市」を大切に続けていけた

らと思います。 

花の里運営委員会女性代表 小林 健子 

 

 

 

   

TEL 026-290-3848 FAX 026-214-1181 

〒381-2353 長野市信更町田野口 235-1 

あなたのメンバーコース 

☎（026）290-3000 
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9月5日(木)信更地区社会を明るくする運動推進委員

会と更生保護女性会は、長野刑務所の参観をした。 

長野刑務所は長野市民の身近にある矯正施設で有り

ながら、刑務所と言う特殊性や高い塀に囲まれ、社会

と隔離されていることから、普段はその存在を気にさ

れない。改めて参観し、施設の広さが東京ドーム 2個

分も有り、職員が移動に自転車を使っていると聞き驚

いた。建物は長野市旭町から、昭和 35年に現在の須坂市に移転している。 

受刑者の中には、中学校までの勉強を身につけず社会に出た者、さらには小学校程度も身につけていない

者もいると聞き驚かされた。それが罪を犯す要因ともなれば、小学校・中学校の教科指導が、受刑者に再教

育されていることの重要性に納得した。 

部屋は独房になっていたが、テレビが部屋毎にあり、時間を決めて見られるという。独房で一人静かに深

く罪を反省し、規則正しい生活を身に付け、「再び犯罪をしないという強い意志」を持って、社会に復帰し

てほしい。                                          社会を明るくする運動推進委員長 北島 信秋 

 

 

  

福祉健康部会 

8月 27日（火）長野市ふれあい福祉センターにおいて「長

野市福祉大会」が開催され、高野弘子様・伊藤陽子様・朝田

洋一様が、9月 20日（金）駒ケ根市文化会館において「長野

県福祉大会」が開催され、中島国為様が表彰されました。 

表彰された 4名は多年にわたり社会福祉の向上と福祉の地

域づくりのためご尽力をいただいている方々です。心より感

謝と敬意を表します。誠におめでとうございます。 

☆8月 6日(火)信更公民館「おやき作り」 

ベテランの先輩お母さんやおばあちゃんに教えて

もらって、悪戦苦闘しながらも楽しくやることができ

ました。ほっこりまあるいおやきが出来上がり、みん

なで美味しくいただきました。        

 

☆8月 27日(火)信更保育園「保育園の夏祭り」に参加 

まず園庭ではお神輿がくり出されお祭りの雰囲気を

盛り上げ、室内ではカキ氷屋さんのお店や、手作りの

『ほたるの森』を散策して、輪投げ・ボーリングと楽

しく遊べるコーナーで大はしゃぎし、久々に大勢の皆

さんと賑やかに過ごすことができました。 
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8月 1日(木) 

信更地区お茶のみサロンが、132名の皆様に参加し

ていただき信更公民館で開催しました。 

「お届け芸術館」公演では、ゲストに長野市出身の歌

手、汐入規予さんをお迎えし、ピアノの弾き語りで素

晴らしいステージを披露していただきました。生の音

楽に触れる機会の少ない地域の皆様には大変贅沢な

ひとときになったのではないでしょうか。 

その後、お茶と軽食、おしゃべりも楽しんでいただ

きました。 

9月 5日(木)   

ご自宅でお過ごしの時間が長い方々を対象にした

「きぼうの旅」、今回は参加者 19名と協力者・スタ

ッフ 20名の総勢 39名で上越水族館『うみがたり』

へ行って来ました。 

天候にも恵まれ、おいしい昼食をいただいて無事楽

しい一日を過ごして来ました。 

9月 10日(火) 

今年度第 2回目が、農作業も忙しくなる時季でし

たが、26名の皆様に参加していただいて、信更公民

館で開催しました。 

軽い体操で体を動かした後、お茶とおしゃべりで

会話もはずみ、スコップ三味線の演奏で心も元気に

なって、皆様にはゆったりとした時間を過ごしてい

ただけたことと思います。 

次回第３回目は、来年 1月 15日を予定しています。 

大勢の皆様のお越しをお待ちしております。 
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秋の全国交通安全運動  ～思いやり 乗せて信濃路 咲く笑顔～ 
 

秋の全国交通安全運動 9月 21日(土)～30日(月)の実施に合わせ、長野南交通

安全協会信更分会は信更地区内主要箇所での街頭指導及び広報車による啓発活

動を行いました。直線が続く道では、スピードが出ている車を多く見かけまし

た。ドライバーは横断歩道等の近くでは、スピードを落とし、歩行者に注意し

て「思いやり運転」に努め、歩行者は道路を横断する際は近くの横断歩道を利

用し、安全確認をしましょう。 

 

～信更診療所からのお知らせ～ 
流行に備え、インフルエンザの予防接種を！予約受付期間のご案内 

11 月 1 日(金)～12 月 27 日(金)の期間中、信更診療所にてインフルエンザの予防接種を実

施します。事前に電話にて確認・予約をお願いいたします。 

  信更診療所 ☎299-2013 

 

☆介護でお困りの方は、お気軽にご相談ください！ 

居宅介護支援事業所 水 篠 橋 
〒381-2346長野市信更町安庭 537番地 5  

 
〇携帯 090-1793-9390 電話/FAX026-299-2678 （北島） 

事務用品 OA 機器 オフィス家具 

 

 

有限 

会社 

信州新町 新町 63 
TEL 026-262-2229 
FAX 026-262-3351 

 

 
地域の皆様とのきずなを大切に 

 

 

☎290-4015 

 社会福祉法人あさひ福祉会 

営業時間午前9時～午後4時 

TEL/FAX 299 - 2458 

信更いっぽ工房 

        

おやき製造・販売 

地方発送（冷凍・冷蔵） 

【編集後記】 

信更住自協公式インスタグ

ラムを始めました。地域の情

報を発信しています。 

フォローお願いします！ 

第 4 回ふるさとウォーキング開催 

日時 10 月 31 日 木曜日 小雨実施 

集合 信更小学校 9:00 

【コース】 信更小学校⇒砂防えん堤 

⇒大塚古墳⇒専照寺(昼食) 

⇒田野口赤田線⇒信更小学校 

申込：信更公民館 ☎299-2619 

秋の風景を感じよう♪ 

信更住自協主催講演会 

「これからの信更町に向かって」 

日時 10 月 20 日 (日)13:30～15:00 

場所 信更公民館 大会議室(2 階) 

講師 中島 忠徳氏(元信更住自協会長) 

内容 都市内分権制度と住民自治協議会 

信更町の現状とこれから 他 

 

問合せ ☎050-3583-2071 


