
郷土の誇り　桜井土音
その俳句と人生

ぴっかり教室（全11回）
健康な暮らしに光を!

・・・知って安心これからの知恵・・・

※�運動の際は、水分と汗拭きタオルのご準備をして、
動きやすい服装でご参加ください。
※ �9 月は「介護の集い」との合同開催となります。
　期日、場所が変更になりますので、ご注意ください。

共催　長野市地域包括支援センタ―　若槻ホーム
　　　健康部会

日　時：9月 29日（土）：午前 9時から
　　　　（午前で終了予定）
場　所：土京川ホタル観賞路
集合場所・時間：�土京川ホタル観賞路内広場に 9時までに

お集まりください。
参加対象：小中学生から大人まで
履物持ち物など：長靴、帽子、タオル、飲み物
　　　　　　　　尚観察用の道具は当方で用意します。
駐車場：若槻ホーム駐車場（ホタルウェークと同じ場所）
　今年はたびたびゲリラ豪雨に見舞われて、土京川もかな
り荒れました。来年のホタルが心配です。みんなで、土京
川の今を見に来てください。

　準備のため事前のお申し込みを 9月 26 日（水）までに
下記宛お願いします。
　コミわか事務局　　TEL＆ FAX：266-0034
　尚、お名前（小学生以下のお子様の場合は保護者の名前）
と参加者人数、申し込み者の連絡先（電話番号）：天候の関
係で中止の場合などの連絡に必要です。　　（自然環境部会）
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生ごみ削減対策事業
食の循環を活かした「お料理講座」
　生ごみ堆肥で育てた有機野菜を使い、生ごみを極力出さない
お料理づくりを体験し、皆様で試食会をしてみませんか（食の
循環の生ごみ堆肥づくり・お花や野菜づくりも学びましょう）

（自然環境部会）

日　時　平成 30年 9月 23日（日）午前 9時 30分から
場　所　コミュニティセンター三登山ホール
会　費　300円
主　催　若槻住民自治協議会　環境部自然環境部会
協　力　ながの環境パートナーシップ会議
　　　　（生ごみ削減 ･再生利用プロジェクトチーム）
問合せ ･申込先　若槻地区住民自治協議会事務局
　　　　　　　　TEL&FAX�266-0034

いつもの年なら
たくさん見られ
るサワガニです。
今年もげんき？

大皿への盛り付け
　くし型タマネギのベーコン巻き
　鶏手羽肉のマーマレード煮
　なすの照り焼き

長野県は1人１日当
り一般廃棄物の排出
量　３年連続最少県
長野市は遅れていま
す、市民の皆様と改
善しましょう。

第４回自然観察会  「川の中の生き物ウオッチング」

サワガニとあそぼう

食の循環…

野菜づくり

堆肥づくり

身体づくり 土づくり

生ごみ堆肥で作る

食材を活かす調理

生ごみで作る

植物にやさしい

健康 有機
有効菌の

醗酵を活かした
食生活

第１回「身近な自然」フォトレポート募集のお知らせ

～あなたの目と心で若槻の自然をとらえて下さい～
　若槻自然遺産と若槻地区内の自然環境に目を向けるきっ
かけ作りと啓発活動としてフォトレポート（写真）募集を
行います。

※撮影対象
　・若槻自然遺産に収録されているもの
　・�身近に在る自然、ご近所で見られる自然、さりげなく

存在する自然、
　・�木々草花、野鳥・昆虫・小動物などの生き物、風景・景観、
偶然見られた自然現象など

※募集期間：平成 30年 10月 19日（金）締切
※�応募作品の発表展示：11月 16、17日開催の「あいあい
文化祭」会場を予定
※応募条件
　・�被写体は「若槻自然遺産」又は「ご近所・身近で見つ
けた自然」など、上記の撮影対象

　・�撮影場所　若槻地区内で撮影されたもの（地区内から
の眺望を含む）

　・�作品は今回に限りおおむね 3年以内に撮影されたもの
とし、発表未発表は問わない

　・サイズはA4でカラープリント
　・お一人 5点以内
　・�応募用紙（若槻公民館、コミわか事務局に置いてあり
ます）の「応募票」に必要事項を記入し、作品ごとに
添付してください

　・�応募作品は返却しません。作品の所有及び使用権は環
境部自然環境部会に帰属します

※応募者には粗品を進呈します。
※応募先：
　コミわか事務局まで郵送または直接提出してください
　〒 381-0084� 長野市若槻東条 505-1　
　　　　　　　� 若槻地区住民自治協議会事務局
　　　　　　　　フォトレポート募集係あて

主催・企画：自然環境部会

◆場所　若槻コミュニティセンター�大会議室
◆時間　10時～11時30分

回 日　程 内　　容

5 8月22日
（水）

「ヨガ風ストレッチ体操で全身リフレッシュ」
～腹式呼吸を使いながら全身を動かしましょう～
講師　リハビリデイサービスnagomi�　岡宮一貴�先生

◆場所　若槻コミュニティセンター大会議室

6 9月13日
（木）

「いざという時のために！
介護用品の紹介と紙オムツの当て方について」

講師　福祉用具相談員　ネピアアテンダーカウンセラー
◆場所　若槻コミュニティセンター三登山ホール

おいしく食べて、
ロコモ予防！
健康食講座

日　時　9月 21日�（金）　午前 9時 30分～午後 1時
　　　　受付　午前 9時～
場　所　若槻コミュニティセンター　料理教室
定　員　20名
参加費　無　料
講　師　栄養士、若槻地区食生活改善推進協議会
持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具
申込み　若槻公民館　電話�295-3355
締切り　9月 14日�（金）

主　催　健康部会
協　力　若槻公民館

★今回のメニュー★

鮭のムニエル～ゆずこしょうマヨ～

スナップえんどうのごまチーズあえ

小松菜の梅納豆あえ

野菜スープ

　今回は、運動機能低下（ロコモシンドロー
ム）予防のために、カルシウム�・�ビタミンD�
・�ビタミンK�に注目した�簡単レシピです。　
　将来介護が必要にならないよう、日々の食
事に取り入れましょう。
　皆さまの参加をお待ちしています。

郷土の歴史講演会（第22回） 若槻郷土史研究会

　若槻東条に生まれた桜井土音は、大正から昭和の半ばに
かけ、「土の俳人」として全国的に知られる存在でした。土
を耕し、米を作る農の営みの苦労と喜びを大胆な言葉遣い
で切り取って見せる作風が、高い評価を獲得したのです。
　しかし今日、ごく身近なところで、これほど誇れる人材
に恵まれていたことを私達が十分に承知しているとは言え
ません。地域の歴史、先人の業績に目を向けることは、同
時に私達が今ここに生きている意味を改めて考えさせてく
れます。
　明治・大正・昭和三代にわたって俳壇をリードした俳人
高浜虚子。虚子を師と仰いだ土音。この二人の関わりを中
心に「その俳句と人生」を見つめていきます。
　物もカネもヒトも中央にばかり流出し、地方が廃れてい
く時代です。地域の再生は、何よりも生まれ育ったふるさ
とを誇りとする次の世代を育む過程にあるのではないで
しょうか。皆さんともども想いを巡らせてみましょう。
（講師記）

記
日　時　平成 30年 9月 14日（金）午前 10時～ 12時
場　所　若槻コミュニティセンター　体育館

講　師　花
はなしま

嶋�堯
たかはる

春�氏
　　　　　�静岡県出身　東北大学卒　信濃毎日新聞社入社。
　　　　　�77 年論説委員。80年からコラム「斜面」を 25

年間担当。05年常務取締役論説主幹を退任。著
書には「生きるって素晴らしい」「詩歌でたどる
塩・人・道の物語」ほか

資料代　300円（ただし会員は無料）
その他　�講演の後、東条地区の皆さんに「土音さんの想い

出話」など語っていただきます。
問合せ先　若槻郷土史研究会　会長　金子　弘
　　　　　　　　　　　　　　TEL�244-7566

昭和32年 5月 3日　除幕式に訪れた大勢の県内外の人々蚊里田神社境内に建てられた句碑

桜井土音さん

（視察研修）古里住民自治協会と情報交換を実施（報告）
　7月 3日古里住民自治協議会との情報交換会を実施しまし
た。その中で「若槻フェスティバル（仮称）」の計画の参考
のため、同協議会が実施している「やさしさとふれあいの集
い」の予算や規模、推進体制、集客・宣伝の方法など詳細な
説明を受け、質疑応答を行いました。
　その後、長野都市計画道路事業北部幹線の整備状況を、金
箱大橋上にて長野市の担当者から、鉄道アンダー部の排水の
処理の対策等の説明を受けました。この道路は、長野市北部
地域を東西に結び、長野大通りに連絡する幹線道路であり、
長野市マスタープランによる外環状道路の一部となります。
順調にいきますと、平成 33年 4月に全区間（古里小学校の
交差点まで）供用開始の予定となるということです。
　次の日は、田子区から三才を結ぶ、三才若槻北部幹線道路
改良事業の整備状況を長野市道路課の担当者の説明後、バス
にて全区間の視察を実施しました。仕上げのアスファルト舗
装と照明設置工事を予定通り施工出来れば、年度内に供用開
始されるとのことです。
　最後に、平成 26年にオープンした北部スポーツ・レクリ
エーションパークの視察を行いました。ここには、人工芝の
屋内運動場（広さとして、テニスコート 4面、フットサルコー
ト 2面、ゲートボール場最大 6面を確保できる）をメインに、
運動広場（野球、サッカー）、マレットゴルフ場、アクショ

ンスポーツ広場（スケートボード、ＢＭＸが利用可能）、バ
スケットコートなどがあります。また、管理棟には会議室や、
汗を流した後には、有料ですがシャワー室も完備されており、
総合施設となっております。施設の担当者の説明によります
と、三才若槻北部幹線の開通時には、一段と利用客の増加に
期待したいとのことです。
　若槻地区において、東西南北の幹線道路が完成に向かい、
「第二次若槻まちづくり計画」の重要性が増していることを
実感した研修でありました。（区長部）

北部幹線の説明を受ける

地域交通安全防犯教室（報告） 　今年の地域交通安全防犯教室は 6月 11、13～
15日に行われ、大勢の方にご参加を頂きました。
　若槻通り交番所長の講話では、新手の振り込め
詐欺の傾向と対策・高齢者の交通事故状況・免許
証の自主返納について、お話頂きました。
　後半の交通安全教育支援センターの講話では、
寸劇を通して、安全運転のための心構えと、シー
トベルト・チャイルドシートの重要性について学
び、交通安全に対する意識が高まりました。

（交通安全部会）

三才駅キャラクター　　　　　が
“ゆるキャラ® グランプリ2018”と
“長野県ご当地キャラ名鑑2018”に出場
　「サイまる」は三才駅で３歳児の記念に訪れる人達とふれあい
活動実施中です。知名度を上げ、より多くの人達に三才駅を訪
れていただくよう、昨年に引き続き出場しました。昨年は出場
681 体中 360 位（投票数 1,204 票）でした。今年は、300 位
以内を目指します。皆さん投票をお願いします !!
【ゆるキャラⓇグランプリ 2018】
●エントリーNo. ３３８
●投票ページ　http://www.yurugp.jp/vote/
●投票の方法
　１　各端末から公式サイトにアクセスする
　２　初回のみＩＤ登録する
　３　発行されたＩＤでログインする
　４　１日１回投票可能です
●投票終了　2018年 11月 9日（金）18時

【長野県ご当地キャラ名鑑 2018】
●投票の方法
　�“長野県ご当地キャラ名鑑 2018”ホームページを
ご覧ください
●投票終了　8月 31日（金）
※�昨年は出場 11体中５位（投票数 302票）でした。
今年は３位以内を目指します。

所属団体　三才駅利用促進協議会

1 日 1回

投票できます。

何回も投票して

くだサイ！

「サイまる」の
投票ページ用
QRコード

さんさい

↓

コ ミ わ か 広 場 コ ミ わ か 広 場 コ ミ わ か 広 場


