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１０月の主な行事予定
10 月 1 日(土)
1 日(土)
1 日(土)
7 日(金)
10 日(祝)
12 日(水)
16 日(日)
16 日(日)
16 日(日)
３０日(日)

「御幣川区 安全・安心を考える日」
（火の用心巡回等）
第 6 回協議員会(19 時 公民館)
第 6 回ふれあい会食（福祉委員会）
八日堂初縁日大祭幹事会(18 時 30 分 宝昌寺)
第 50 回篠ノ井中央地区市民運動会(8 時 通明小グランド)
篠ノ井人権同和 四者懇談会(18 時 30 分 公民館)
秋のごみゼロ運動・河川清掃
御幣川区資源回収 (ご協力をお願いします。)
住民福祉バザー(9 時～11 時 30 分 通明小体育館)
御幣川区文化祭(公民館)

第 50 回記念区民運動会開催

７常会が見事優勝飾る !!
公民館 広報部長 矢野 晃史
晴天に恵まれた、9 月 4 日(日)、区民総参加による第 50 回
御幣川区民運動会が通明小学校校庭を会場に盛大に開催され
ました。午前 8 時から開会式が行われ、保坂大会委員長や列
席の大勢の来賓の皆さまから挨拶があり、50 回という伝統を
誇る区民運動会と、それを支えてきた区民の皆さまに対する

祝意と賞賛とともに激励が寄せられました。
今大会は 50 回を記念して、優勝、準優勝、3 位のカップが新調
され、競技開始前には、通明小学校金管バンド 60 名の皆さんに
演奏していただき記念大会に花を添えていただきました。競技で
は、各常会の選手、役員の真剣な取り組みで各種目とも熱戦が繰
り広げられ、50 回を飾るにふさわしい運動会となり、優勝は７
常会、準優勝は 2 常会、3 位は 9 常会となりました。

通明小金管バンド

以下の成績は、4 位 4 常会 5 位 12 常会 6 位 3 常会 7 位 11 常会 8 位 8 常会 9 位 13 常会
10 位 5 常会 11 位 1 常会 12 位 6 常会 13 位 10 常会です｡選手､応援の皆さま大変お疲れ様でした｡

楽しく盛大に敬老会を開催
公民館教養部長 矢野 晃史
９月１1 日(日)10 時 30 分より、御幣川公民館に
おいて敬老会が開催され、多くの皆さまにご参加
をいただきました。保坂区長、麻場福寿会長他来
賓の祝辞に続き小学生の子供たちからお爺ちゃん
、お婆ちゃんへの感謝の気持ちを作文と通明小学
校校歌、童謡ふるさとの歌を発表しお祝いしまし
た。中村前区長の乾杯に続き祝宴となり、子ども
神楽と獅子舞をはじめ、桑原千加さんによる華麗

全員で「笑いヨガ」で大笑い

な舞踊、高嶺支部の皆様の詩吟、さくら会の皆様の大正
琴の演奏、南長野マジッククラブによるマジックショー
、牧島初子さんの素晴らしい二胡演奏など盛りたくさん
の余興で会場を魅了し、大きな拍手が沸き起こっていま
した。余興の最後は全員で『笑いヨガ』を行い、会場を
笑いの渦で締めていただきました。今年の敬老会も皆で
楽しく歓談し、和やかな時間を過ごし、あっと言う間の
閉会となりました。皆さま、お元気で来年もお楽しみに
していただきたいと思います。

こども神楽・獅子舞

さくら会の皆さん

小学生の皆さんによる歌と作文でお祝い

桑原千加さん(1 常会)

南長野マジッククラブ 宮本英司さん

高峰支部の皆さん

牧島 初子さん(2 常会)

◆ 第 50 回 篠ノ井中央地区市民大運動会 ◆
‣開催日時
・会
場

10 月 10 日(日) ・集合 8 時
通明小学校 グランド

・開会式 午前 8 時 30 分

※御幣川区の優勝に向け、皆さまのご参加、応援をよろしくお願いします。

宮岡 千枝さんに 『永年勤続民生児童委員』表彰
９月１日・２日 ホクト文化会館で第２３回長野県民生児童委
員大会が開催され、席上、宮岡千枝さん(11 常会)は永年にわた
り地域福祉の推進者として生活支援サービスの充実・発展にご
尽力をされ、優れた功績により表彰されました。宮岡さんは長
年にわたり御幣川区の地域福祉の担い手として、身近な良き相
談者として日夜親身になって取り組んでおられます。
御幣川区と致しましても日々たゆまぬ奉仕活動にご尽力をいただいていることに衷心より敬
意と感謝を申し上げたいと思います。永年勤続受賞誠におめでとうございました。
長野市生き生きトーク開催

村田副区長が長野市に提言発表

８月 29 日(月)篠ノ井市民会館で長野市主催の「生き生き篠ノ井
みんなでトーク」が各地区の区長他役員多数が参加して開催さ
れました。この「生き生きトーク」は加藤長野市長をはじめ各
部長が出席して地域における課題等を討議する場として長野市
内各地で開催されています。今般、篠ノ井地区としては、
「南部
図書館の改築・整備」について市の見解を求めた他、村田みつ子副区長からは「女性活躍推
進法」の施行に伴う地域における人材育成など、女性の活躍する場作りを市としてどう取組
むのか、
「女性の活躍に向けた推進施策」について市の見解を問い質しました。
これに対し、市より今後は更にこの種の講座やセミナーを多く開設するので積極的に女性の
皆さんにも参加をしていただき、地域における活躍を期待したいとの回答がありました。

「ごみ分別強調月間」のお知らせ
環境美化推進員会長 村田みつ子
日頃、御幣川区の環境美化推進にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
環境推進員会では長野市の施策に基づき、ごみの減量化、分別化及び再資源化を一層推進する
ため、常会長及び環境美化推進員が 10 月中の「可燃ごみの日(火・金)」
「プラスチックの日(金)」
「不燃ごみの日(土)」に各１回ずつ集積所で立会い・点検を行います。
1.実施期間
平成 28 年 10 月１日（土）から 10 月 31 日（月）までの１ヶ月間
2. 点検、周知の重点事項
(1)「可燃ごみ」に資源物が混入していないかどうか。
「紙類」を中心にリサイクル資源物として分別をお願いします。
(２)プラ指定袋に汚れを落としていないものやプラスチック製商品や不燃・可燃物が入って
いないかどうか。汚れが落とせないものは可燃ごみに、不燃物やプラスチック製商品その
ものは入れないようにお願いします。
(３)ごみの分け方・出し方のル-ルは守られているかどうか。
・有料化制度のル-ル(手数料納付済みシ-ル、粗大ごみシ-ルの貼付等)
・剪定枝葉の出し方 (透明ビニール袋またはひもできちんと縛る。)、
・スプレ-缶の出し方(中身を使い切り穴を開ける・缶の日に出す)
・生ゴミの出し方(水切りの徹底、自家処理による堆肥化の推進)
・火曜日の可燃と枝葉、金曜日の可燃とブラは整理・区分けして置いてあるか。

第６回都市排水対策委員会 開催

水害から守る街づくりを

９月 15 日(木)公民館において、第６回都市排水対策委員会が開催されました。長野市河川課よ
り松木課長代理他 3 名、望月義寿市議、山本晴信市議を相談役としてお迎えして、正副各常会
長、区農業水路管理者の委員の出席のもと今後の工事計画
等の説明がありました。前年の第５回委員会では、長野市
より事業規模、施工期間等工事概要の説明がありました
が、今回の説明会では、今年度の具体的な工事計画とし
て、10 月よりボックスカルバート(1500×1600ｍｍ土管)の
埋立て工事を下図の 1２常会の

ボックスカルバート

㈱小泉中部様から辰巳新道まで
の約 163ｍを計画しています(下図①区間)。29 年度は１３常会の宝
資源前側溝(図②の 146ｍ)を行う予定となっています。市では完成
の工期を平成３３年までの６年間として計画していますが、早期の
実現を目指して更に取組みの強化を図っていきます。

第 23 回 篠ノ井住民福祉バザーの開催について
篠ノ井地域の社会福祉の充実にむけて、下記により福祉バザーが実施されます。
未使用品の寄贈とバザーでの購入にご協力をお願い致します。
・日時

１０月１6 日(日)

午前９時～１１時３０分まで

・会場

通明小学校 体育館

●寄贈していただきたい品物
‣冠婚葬祭の引き出物 ‣生活用品(石鹸・タオル・ シーツ・陶器等) ‣農産物(野菜類・米等)
‣食料品(缶詰・砂糖・お茶・酒類等賞味期限内の物) ‣その他(日用品など)

◆後期区費納入のお願い

10 月は後期区費の納入月です

本年度の事業推進にあたり、後期分の区費納入にご理解とご協力お願い致します。
後日、常会より役員がお伺いに上がりますので、よろしくお願い申し上げます。

