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信更に移住した人々が集う 
信更町に移住した人々と地元住民が交流 
10月 27日(日)、移住促進事業に取り組む「田舎暮らしを支援す

る委員会」主催で氷ノ田「花の里信更センター」にて交流会を開

催し総勢 54名の参加がありました。バーベキューを楽しみながら、

移住者同士の交流や地元住民との新しい繋がりができればと年一

回開催しています。今年の移住された方の参加者は子育て世代の

家族が多いことが第一印象。その中に 20代前半の移住者も目立ち、また信更に来て 10年、20年となる先

輩方も相談にのるなどしました。互いの信更での暮らしや仕事、出身地、転入の経緯などを話し、「同じ九

州出身!」、「私は北海道から来た」、「信更の豊かな自然に魅かれて移住した」、「農業がしたかった」等の話

しが聞けました。「こういう交流会なら何回もやってほしい」

と言う人もいました。また仕事や趣味として、アート作品制作

販売、家具製作、音楽制作、絵画、アクセサリー制作など芸術

的才能を持っている方が多いことがわかりました。「農家とア

ーテイストが集う町信更」、「農業と芸術の町信更」。こんな未

来も素敵な将来像ではないでしょうか? 人口減少が進む信更

町ではありますが、移住者が増え、他の地域に住む方たちがう

らやむような場所になればと思います。 

 (この 5年間で、住自協移住促進事業とそれ以外を含め、42世帯、104人の方の移住がありました。) 

 

中島忠徳(元住民自治協議会長)氏 

「これからの信更町」をテーマに講演 
10月 20日(日)、「これからの信更町にむかって」 をテーマに

元住民自治協議会長中島忠徳氏を講師に迎え講演会を開催し、住

民 47名の参加がありました。 

中島氏は長野市役所に従事し、信更村と長野市の合併や、住民

自治協議会の立ち上げなど実際に関わってきました。 

長野市との合併により得たものとして、信更村では事業が不可能であった水道事業と下水道事業を上げ、

私たちが家庭で飲んでいる水(犀川)が、安茂里、小田切、七二会を通り、信更へと流れてきていることを説

明されました。また、多くの実務経験から信更町の現状を分析し、人口減少、空き家の増加、超高齢化など

の問題点など分かりやすく解説されました。そして、これからの信更町に向かって「福祉事業、移住事業の

更なる充実、保育園・小中学校問題に住民全体で関心をもち取り組む必要がある」など具体的に何をすべき

かを述べられました。 

今年移住してきた 2組の若い夫婦の参加もあり、過去未来の信更町を大いに学ぶ好機となりました。 
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この人紹介 

北島拓弥♥美由紀 

ご夫妻 

＋Baby👶 

上尾地区に 5年前に移り住ん

だ北島拓弥さんご一家を紹介し

ます。北島さんは「ひょうたんラ

ンプ作家」として活動されていま

す。ひょうたんに宇宙や花、動物

をテーマにデザイン・加工し幻想

的な光の空間を生み出すランプを作り、 

ネットショップなどで販売しています。 

5月にあかちゃんが生まれ、笑顔あふれ

る幸せいっぱいのご家族です。 

瓢箪
ひょうたん

ランプ作家をしています 

信更町に住んで7年目の北島です。今年5月に赤ちゃんが生まれて3人家族になりました。 

自ら瓢箪を栽培収穫し、種出し乾燥作業を終えた瓢箪に無数の穴を彫り、模様や絵が浮かび上

がるランプ作品を作っています。 

信更町に引っ越して農業を始めました。主に夏の期間にズッキーニを栽培して JAに出荷しています。 

去年から養蜂を始め、今年ハチミツを初収穫しました。信更の山々に咲く花の蜜のハチミツは、香り豊か

にサッパリとした甘さがとても美味しいハチミツでした。 

瓢箪ランプの作品展示会を聞き、信更町の皆さまにもご覧頂ければと願っております。 

開催の際には是非とも足を運んでご覧下さい。 

 

りんごの葉摘み＆りんご狩り 
例年安茂里地区住民自治協議会と信更の地域間交流事業として、

裾花中学の生徒によるりんごの葉摘み・りんご狩りを行ってきまし

た。今年度からこの事業自体が無くなり補助金も出ず中止予定とな

っていました。しかし生徒がとても楽しみにしているとの声が多い

ことから安茂里住自協では独自に予算を組み、イベントが中止され

ることなく今年も行うことができました。 

赤田地区の権田袈裟治さんにりんごをご提供いただき、当日は信

更でのりんご生産の歴史、りんごの品種について、葉摘み作業の仕

方などお教えていただきました。その後、生徒たちは真剣に葉摘み

作業に取り組み、りんご狩りでは一番大きくて赤いリンゴをみつけ

収穫。お土産にと満面の笑みを浮かべていました。 

引率の教諭は「入学以来一度も登校できなかった生徒がいるが、

今日のりんご狩りには出席できた。このイベントを継続してくれ、

とてもありがたい。」と話していました。生徒たちのために動いた

安茂里住自協のみなさん、りんご繁忙期の中ご対応下さった権田さん、本当にありがとうございました。 

  

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 

北島さんご一家 

北島さん作成 

瓢箪のランプ 
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災害時に、住民の皆さんへ情報を届けるための重要な情報伝達手段である防災行政無線設備の、デジタル

化工事が下記要綱で実施されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間中、工事に伴う交通規制や工事車両など出入りが増える場合があります。どうぞご注意ください！ 

 

 

全国地域安全運動期間中の啓発活動 10月 11日は「安全・安心なまちづくりの日」 

全国地域安全運動が 10月 11日(金)から 20日(日)まで実施され

ました。この運動は、防犯協会をはじめとする地域安全に関係す

る機関、団体そして警察が、もっと安心して暮らせる安全な地域

社会の実現を目指して昭和 52 年から毎年開催しているものです。 

信更地区防犯協会(信更エンジェルス隊)は、10月 15日(火)の年

金支給日に信更地区内の金融機関(信更郵便局前、更府郵便局前、

JAグリーン長野信田支所前、JAグリーン長野更府支所前)で啓発

活動(啓発用のぼり旗の設置、啓発物品の配布)を行いました。 

 

   

工事場所 
信更小学校、信更公民館分室(高野)、旧更府小学校、信更支所 

涌池公民館、吉原ポンプ場、赤田公民館、安庭地域公民館 

工事期間 
令和元年 10月から令和 3年 3月末(順次) 

(1か所当たりの工事延べ日数は 2日～3週間) 

デジタル化の効果 

①音達区域が拡大 

②安否確認、被害状況が把握できる双方向通信機能が追加 

③スマホ等で利用可能な防災アプリを追加 

長野市防災行政無線の機能が向上されます 

 

☆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） 
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民生委員・児童委員、主任児童委員は 

あなたの身近な相談相手です 

新しい民生委員・児童委員と主任児童委員の皆さんの紹介 
民生委員・児童委員の任期は 3年で、本年は一斉改選の年にあたります。(12月 1日から任用) 

民生委員・児童委員は「社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、および必要な援

助を行い、社会福祉の増進に努める」ことを使命とし、子育て家庭から高齢者の方まで、だれもが暮らしや

すい地域社会をつくるため、皆さんの身近なところでさまざまな相談・支援をしています。 

 

 

 

 

 

担当地区 氏名 役員 
赤田 

(西松山・本郷) 小出 尚孝  
赤田 

(東松山・山田) 倉島 信子 会長 
田野口 

(宮ノ下・札木・一致・平林・大清水) 小林 久美子 副会長 
田野口 

( 日向・中組・小日向・大森) 永井 和夫 高齢者福祉部長 

氷ノ田 吉澤 町子  

高野 日詰 さき子 監事 

灰原・田沢 祢津 今朝人  

吉原 内山 しげ代  

三水 津田 たみ子  

涌池 柳澤 恒雄 児童母子(父子)福祉部長 

桜井・宮平 内山 和久  

下平・古藤 島田 博好 障害者福祉部長 
安庭 

( 東部・中部・北部) 宮脇 修照 監事 
安庭 

( 南部・西部) 唐木田 公雄  

主任児童委員(更府) 嶌田 保子  

主任児童委員(信田) 河合 敬恵  

こんな心配ごと、悩みごとはありませんか？ 
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 10月 1日(火)   

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 11月 12日(火)  

 

 

 

 

 

 

 

  

信更保育園の運動会を見学、保育園児の皆さんと交流 

秋晴れの一日、保育園の運動会に参加しました。園児の皆さん

は体操・かけっこ・ダンスと休む暇もなく大忙しでしたが、ご家

族や遠方より来てくれたご親戚の方、ご近所のおじいちゃんおば

あちゃん、ボランティア協会員の皆さんの熱い声援を受け、最後

まで元気に頑張りました。ほっとパークに参加してくれたちびっ

こ達も怪我無く過ごせてよかったです。 

自分の子供がお世話になって以来久しぶりに見学に来たとい

う 60 代の男性は「やっぱり小さい子どもの声はにぎやかでいい

ない、今日は来てよかったよ。」とおっしゃっていました。来年

も信更保育園での運動会で皆さんとお会いしたいと思いました。 

焼きいも会開催 

 5 月に植えたさつまいもの苗も、りっぱなさつまいもに成長し

10 月には取り入れができました。今回はお待ちかねの『焼きい

も会』です。晴れた秋空の下、さつまいもをアルミに包んで準備

をし、ダンスをしたり歌を歌ったりしながら、みんな首をなが～

くして焼き上がりを待ちました。 

 ほくほくの焼きいもをほおばり、秋の味覚を楽しみました。お

じいちゃんおばあちゃん、協力者の皆さんにはお手伝いをいただ

き、ほんとにありがとうございました。 

11月 14日(木)『すゞらんの小径』につつじと

すずらんを植えました。 

植栽を通じ若い世代との交流ができ楽しい

時間を過ごすことができました。皆さん心を

込めて一生懸命頑張りました。 

来年の春が楽しみですね。 

ランチタイム・ピアノ・コンサートのお知らせ 

～お昼のひととき、 

最高の音響でピアノの生演奏を聴く贅沢をどうぞ～ 

長野市芸術館では、今年度 6 回の予定で『ランチタイ

ム・ピアノ・コンサート』を開催しています。 長野市

に縁のあるピアニストが出演し、どなたでも入場可能で

入場無料です。お気軽にお出かけしてみませんか。これ

からの予定は 12 月 20 日(金)、2020 年 2 月 28 日(金) 

となります。 

 お茶のみサロンで利用されている地区もあります。 

お問い合わせは住自協事務局までお願いします。 

(☎２９９－２１１４) 

福祉健康部会 

花の里で信更中学生と交流 
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安茂里アモーレフェスタ参加 

11 月 3 日(日)に安茂里公民

館・体育館周辺で安茂里地区住

民自治協議会主催の「アモーレ

フェスタ」が開催されました。 

信更地区から、信更太鼓の演

奏と農家直販の地元野菜の販

売ブースに参加しました。太鼓

も野菜も安茂里の皆さんに大

好評でした! 

信更太鼓と信更産 

新鮮野菜で盛り上げる 

球技大会開催 

11 月 10 日(日)恒例の球技

大会(バレーボール)を開催

し、今年も多くの方の参加が

ありました。白熱した熱戦が

繰り広げられ、大いに盛り上

がりました。 

優勝チーム発表！！！ 

男子：赤田地区 

女子：田野口地区 

＊＊お知らせ＊＊ 

人権住民集会開催 
「人権」を考える 

住民集会を開催します 

日時 令和元年 12 月 7 日(土〉 

午後 1：00～3：00 

場所 信更公民館 2 階 

問合 ☎299-2619 

成人式開催 
輝かしい門出を祝う 

成人式にご出席ください 

令和 2 年 1 月 2 日(木) 

場所 信更公民館 

受付 午前 9：00 

対象：H11 年 4 月 2 日から 

H12 年 4 月 1 日生まれの人 

✿ 募金ありがとうございました ✿ 

赤い羽根 

目標額 298,000 円 

募金額 301,658 円 

超過金  3,658 円 

◉超過金は信更地区へ配分され福祉向上に 

活用されます。 

緑の募金 

募金金 65,891 円 

配分金  9,800 円 

◉緑化木等配布事業などに活用されます。 

総額 15%程度が信更地区に交付されます。 

 【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！ 

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 


