PTA 愛の一声運動

明るいあいさつ、あふれる笑顔、
大きな声で私から

篠ノ井あいさつ運動実施中
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長野市篠ノ井御幣川区

世帯数 1014 世帯(H28.4.1)

暑中お見舞い申し上げます
８月の主な行事予定
8 月 1 日（月）
5 日 (金)
6 日（土）
6 日（土）
6 日 (土)
6 日 (土)
14 日 (日)
15 日 (月)
21 日 (日)

長野建設事務所

御幣川区 安全・安心を考える日」（火の用心巡回等）
自主消防隊ポンプ点検(18 時 30 分 公民館)
第４回ふれあい会食（福祉委員会 公民館）
人権同和教育集会所夏期研修会(18 時～中央集会所)
育成会夏休み親子工作教室 ( 9 時 30 分 公民館)
盆踊り練習(19 時～公民館)
盆踊り大会(幣川神社 19 時～21 時)
盆踊り大会(幣川神社 19 時～21 時)
御幣川区資源回収

辰巳新道測量調査説明会を開催

７月 26 日(火)御幣川公民館において、長野建設事務所
による辰巳新道(岩野二ツ柳線)の拡幅工事に伴う測量
調査の説明会が開催され、篠ノ井支所をはじめ多くの区
民の皆さまに出席していただきました。
辰巳新道は、平成５年に都市計画道路として指定さ
れ、利用者の安心・安全の確保及び地域の将来発展に
むけた整備事業計画を進めてきましたが、この度よう
やく測量調査が行われることになりました。
冒頭の須坂期成同盟会長の挨拶に続き、県よりスライ
ドを使った説明がありました。説明によると、五差路から国道 18 号(バイパス)までの 800
ｍが計画路線となっていますが、今回は一期分として
五差路～県道交差点付近まで(230ｍ右図)が測量区間
となります。計画では今年度は測量を行い、29 年度以
降詳細設計及び用地測量をし、それに基づき再度説明
会を開催します。その後用地折衝を経て工事着工の運
測量区間 230ｍ
びの予定となっています。
席上、一期分の測量区間の延伸や一刻も早い子供た
ちの通学路の安全確保など意見要望が多く出されまし
たが、今後更に区及び期成同盟会一体となって早期実
現に向け取組みを推し進めることとします。
アンケート調査へのご協力ありがとうございました。

公民館主催講演会

『防 災 対 策 講 座 』開 催
御幣川区公民館 広報部長 矢野 晃史

7 月 10 日(日)講師に長野市役所総務部危機管理防災課の久野佐武郎様を講師にお招きして
「防災対策について」と題し、御幣川公民館主催の講演会を開催しました。
講演では、災害への備え、「減災」の必要性につ
いてプロジェクターを使用して解りやすく説明して
いただきました。災害から命を守る備えとして「地
震への心得」について説明がありました。また災害
被害を小さくするためには、「自助」「互助・共助」
「公助」が必要とのことであり、日頃から防災意識
を持ち、自分を守る対策と地域においてお互いに助
け合う取組みが重要であるとの説明がありました。
また、すでに各家庭に配布してある「長野市防災マップ」を確認してもらい、日頃からいざ
という時の避難場所・避難経路についてよく把握しておいてもらいたいとのお話しがありま
した。なお、御幣川地区の避難所は通明小学校ですが、洪水時は浸水する可能性があるた
め、篠ノ井高校に避難をお願いしたいとのことでした。
最後に質疑の時間では活発な質問があり、区民の皆さんの災害に対する意識の高さを伺わ
せました。多くの区民の皆さまにご参加していただきありがとうございました。
篠ノ井地区球技大会開催

御幣川チームは惜敗

７月３日（日）篠ノ井中央分館主催の篠ノ井中央地区球技大
会が開催されました。当日は朝方に雨が降り出すも試合直前
には止み、ソフトバレーは参加できませんでしたが、野球は
茶臼山グランド、グラウンドゴルフは通明小グランドで行わ
れました。御幣川チームは４００歳野球に A・B の２チームが
参加し、ともに接戦となりましたが、A チーム対会では５－
７、B チーム対唐臼４－４
(じゃんけん負）となり、
惜しくも一回戦での敗退となりました。グラウンドゴル
フについては、福寿会の皆さんが参加し、優勝が期待さ
れていましたが、惜しくも４位となりました。選手の皆
さん、暑い中大変お疲れさまでした。

公民館からのお知らせ

・盆踊り大会
・日時 8 月 14 日((日)・15 日(月) 午後 7 時～9 時
・場所 幣川神社 境内

・第 50 回記念 区民運動会
・期日 9 月 4 日（日）
大勢の皆さまのご参加をお願い致します。
・場所 通明小学校グランド
*詳細につきましては別途ご案内いたします。

「第３回ふれあい会食」

七 夕 祭 りを開 催
福祉委員会 実行委員長 横川 あや子

７月 9 日（土）に公民館において、第 3 回ふれあい会食
と七夕祭りを行いました。今回は七夕ということで食事
も福祉委員手作りの錦糸卵を彩りに七夕らしく考慮した
ちらし寿司をメインに用意いたしました。
暑い日が続いていたので「さっぱりしてとてもおいし
い」との声をいただき一同思わず笑みがこぼれ、和やか
な食事会となりました。食事の後は、皆で七夕飾りを作
り、まず短冊にそれぞれ願いを書き、その後は思い思い
に折紙で網飾り、提灯、輪っか、三角・菱形綴りなど昔ながらの七夕飾りを作り、私たちも
時間の経つのも忘れ一緒に楽しませていただきました。朝切りたての青々した立派な笹が
届けられると皆大喜びで飾りつけを行い、民生
児童委員の廉澤さんの手作りの愛らしい「彦
星・織姫」が吊るされると色とりどりの賑やか
な立派な七夕飾りが出来上がりました。
その七夕飾りをバックに「七夕」の歌を皆で大
合唱しました。以前と比べると一人ひとり大き
な声か出ているのが分かり、先月の「笑いヨガ」
の成果かと思うと嬉しくなり、最後に皆さまの
これからの健康を七夕様にお願い致しました。

お知らせ
★平成 28 年度 常会の交通規制設置等要望事項について
御幣川区の要望事項を取りまとめて 8 月中旬に篠ノ井支所に提出します。
「横断歩道」「交通標識」等の交通要望については常会長までご連絡して下さい。

★御幣川区内の空き家所在地情報の取組みについて
長野市では、適正に管理されていない空き家が年々増加し、地域住民への不安や悪影
響が想定されることから、空き家状況の調査を行い、適正管理や利活用などの施策を
実施することになりました。御幣川区も常会長さんに調査を依頼し、市へ１０月末に
報告のことといたしますがご理解とご協力をお願いします。

★工事のお知らせ
・篠ノ井中 579 号(五差路～宝昌寺間)
道路舗装改修工事及びガス管工事
交通止め ８月 19 日～31 日(内４日間位)
※公民館南～見六までの舗装工事は、排水側溝工事との関係で折衝中です。
・辰巳新道
水路補修工事(グレーチング取替工事等)
片側通行止め ８月１日～８月３日

★区の資源回収にご協力をお願いします。
８月の回収日は、８月 21 日(日)です。 (平日にも直接宝資源に持ち込めます)

(仮称)篠ノ井総合市民センター建設について
７月２３日(土)篠ノ井市民会館において、長野市主催による建設説明会が行われました。
老朽化が著しい篠ノ井支所・公民館等の施設整備について、地元関係団体で組織された篠ノ
井総合市民センター(仮称)建設委員会と長野市が昨年から数次の協議を重ね、この度、現市
民会館敷地への建替えとする基本設計案がまとまりました。(基本設計図は略します)
【整備基本方針】
①現在の市民会館は、平成 29 年２月末に閉
館し、解体工事を行い、その跡地に篠ノ井
支所及び公民館(仮称:総合市民センター)
を建設します。
②市民センターは平成 31 年 1 月にオープン
する予定となっており、その後、現在の支
所・公民館の解体工事を行い、跡地は駐車
場となります。
②公民館には、コンサート等の開催可能な
多目的ホール(収納式約 400 席)を設置します。
完成イメージ
③合わせて、篠ノ井老人福祉センターの機能を移転併設します。
④今後、実施設計書に基づき、更に具体的内容について協議を行い検討していきます。

(仮称)篠ノ井総合市民センターの施設規模について
構造

鉄筋コンクリート造 2 階建(面積計 3,509.35 ㎡)

複合施設

篠ノ井支所、篠ノ井公民館(中央分館機能含む)
篠ノ井老人福祉センター
支所事務所、学習室７室、集会室４室、料理教室、
楽室、工作室、ホールなど

主な室名

史跡探訪

御幣川高土堤について

音

御幣川五差 路

御幣川高土堤

西浦堰

御幣川高土手は、水と闘い村を守ってきた御幣川の貴重な文化遺産
となっています。御幣川高土手の歴史的意義についてご紹介しま
●宝昌寺
す。御幣川区誌によると、上杉謙信病没後、天生 16 年(1588)上杉景
勝がその跡を継ぎ、北信 4 郡を統括していた頃、犀川から分流され
小松原を通る御幣川と岡田川、聖川等が合流して沼や沢を作り氾濫
●公民館
を繰り返したので上杉家臣の清水戸右衛門が河川工事を行った。戸
●香福寺
右衛門は聖川を南に流し河川別に堤を築くと共に村を水害から守
るため御幣川の西に村人総出で高土堤を築いた。幣川神社の西から
宝昌寺の西を通り香福寺の西より
見六橋
岡田川に達する高土提で現在「西土
手」と呼ばれている。この高土提を
横切る二本の道路には、洪水の時に 岡田川
村内への浸水を防ぐため「立て板」
が施された。当時の建設省千曲川河川工事事務所発行の
地図に「堤防水防門遺構」と記載されており、水害と闘
い村を守ってきた貴重な文化遺産となっており、後世に
伝いたいものです。
御幣川高土堤と史跡看板

