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私たちが、
変えます。
創ります。
協働参画社会。

第102号（平成30年9月15日）　◆発行 若槻地区住民自治協議会「コミュニティわかつき」会長 吉澤　隆文
◆事務局 TEL/FAX 266-0034  メール komiwaka@bj.wakwak.com  HP:URL:http：//www.komiwaka.com/

（積極的にご参加ください）今後の行事予定今後の行事予定
行　　　事　　　名 月　　日 時　　間 場　　　　　　　所 関連部会等

健康食講座 
～おいしく食べてロコモ予防！～ 9月21日（金） 9時30分～13時 コミュニティセンター 料理教室 健康部会
コミわか土曜朝市　 9月22日（土） 8時15分～ ファミリーマート若槻大通り店駐車場 コミわか土曜朝市の会
生ごみ削減対策事業 

（食の循環を活かしたお料理講座） 9月23日（日） 9時30分～ コミュニティセンター 三登山ホール 自然環境部会
お母さんの何でもトーク 

（保育士さんと遊ぼう） 9月28日（金） 10時～12時 コミュニティセンター 三登山ホール 民児協・福祉部会
コミわか土曜朝市　 9月29日（土） 8時15分～ ファミリーマート若槻大通り店駐車場 コミわか土曜朝市の会
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～ 9月29日（土） 9時～ 午前で終了 土京川ホタル観賞路 自然環境部会
コミわか土曜朝市 10月 6日（土） 8時15分～ ファミリーマート若槻大通り店駐車場 コミわか土曜朝市の会
若槻子ども文庫おはなし会 10月12日（金）10時30分～12時 コミュニティセンター 三登山ホール 福祉部会
コミわか土曜朝市　 10月13日（土） 8時15分～ ファミリーマート若槻大通り店駐車場 コミわか土曜朝市の会
子ども科学体験教室 10月14日（日） 13時30分～ 国立長野高専教室 青少年部会
※コミわか行事等で撮影した写真は、コミわか広報活動に使う場合があります。

このページに関するお問い合わせ・申し込みは
若槻第２ボランティア室　宮澤（よ）・宮澤（た）

電話２９５－９５５０

Let's
ボランティア

ぞうきんぬいボランティア

　ぞろ目の会今後の予定
10月10日（水）・11月21日（水）　

時　間　午後 1時 30分～午後 3時 30分頃まで
会　場　コミュニティハウス
持　物　裁縫道具
※�天候の状態によって予告なく中止になる場合があ
ります。あらかじめご了承ください。

ぞろめの会

マージャン
学科修了

問い合わせ先　若槻第２ボランティア室　宮澤（た）
TEL２９５－９５５０（月・火・水�午前10時～午後4時）
★対象：20代～40歳までの真剣に結婚を望む男女

♪まずはお問い合わせを♪

10月の相談日　20日（土）・21日（日）
時　間　午前10時～午後3時
　　　　（※時間外で希望の場合はご相談ください。）
場　所　若槻第２ボランティア室

　人生経験豊富な「コミわか 応援隊」の相談員
が、あなたの婚活を一緒に考えます。予約制ですので、
あらかじめご連絡ください。（＊^ ｖ^＊）
　予約締め切り　10月17日（水）
※�ご本人以外からのご相談もお受けいたします。
　（ご本人の了解は必ず得てからにしてください）

最初の

一歩と
して＜月に１度の婚活相談日＞
毎月第３土日に開催

　7月 28 日､ 8 月 4 日の土曜日「なんちゃって男
子大楽　マージャン学科」が開催されました。ベテ
ランさんから初心者さん、30年ぶりに牌を手にした
という皆さん方が 11 人集まり、暑い日の熱い２時
間を過ごしました。
　予定していた時間はあっと
いう間に終了。「久しぶりだ
けど覚えているものだな」
「楽しかった」といった声
が多かった一方、「やはり、
2回じゃ分からないから、
もっと続けてもらいたい」
もあり、希望者の声を聞きな
がら今後のグループ作りも考えて
いきます。

牌を並べる
手にも力が
入ります！

ところで、ご報告です!!

秋の花の種・苗交換会
おまたせしました。今秋も開催しますよー！

　種や苗が手元にたくさんある方　是非ご提供下さ
い。てぶらでも大丈夫、のぞきに来てください。
日　時　10月 10 日（水）・11日（木）
　　　　午前 10時～ 12 時 30 分位
場　所　若槻コミュニティセンター　北側駐輪場

日　時　１0月 14日（日）
会　場　国立長野高専　教室
　　　　�駐車場あり　駐車場係・会場誘導係が

会場を案内します。
時　間� 受付　午後1時30分、解散3時30分
対象者� 小学生・保護者
申　込� 不要
参加費� 無料
内　容� びっくり！超低温実験ショー
講　師� 古川万寿夫�先生（電気・電子工学科）

子ども科学体験教室のお知らせ
　青少年部会では、今年も大好評の「子ども科学体験教室～サ
イエンスショー～」を国立長野高専で開催します。今回のテー
マは「国立長野高専　びっく
り！超低温実験ショー」です。
　理科のしくみを使った不思
議な実験ショーをお楽しみく
ださい。
　参加児童におやつを配布し
ます。たくさんの参加をお待
ちしています。　（青少年部会）

　昨年まで行っていた「若槻りんご祭り」をリニュー
アルした「第 1回�若槻総フェスティバル」をコミュ
ニティセンターで、下記日程で開催します。清泉女
学院大学・短大の学生さんの協力を得て、これまで
同様にお子様か楽しめるキッズコーナーを設けるほ
か、バザー（これまでのふれあいバザー）も同時開
催致します。ご家族でお出かけ下さい。普段接する
ことの少ないお父さんやお孫さんづれのおじいちゃ
ん・おばあちゃんの参加は大歓迎です。

◆日　時：平成 30年 10月 28日（日）
　　　　　午前９時�スタート（予定）
◆場　所：コミュニティセンター（全館）

◆内容について
　�　現在、計画をつめており、次回の「コミわか広場」
で詳細をお知らせしますが、体育館では各区の祭り
（神楽など）、新町甚句や三登山太鼓などの伝統芸能
の披露、清泉学生の歌やダンスの発表を、支所前の
駐車場や体育館にはキッズコーナー（プラ金魚すく
い、ボーリング、仮装して写メコ、お化けカボチャ
を作ろう等）が設けられます。ポップコーン、おで
ん、おこわ、焼そばなどの屋台も出て、三登山ホー
ルでは日用品や雑貨が、駐車場のテントでは農産物
や園芸品の販売が行われます。日用品・雑貨につい
ては事業所を中心にご協力を、農産物については個
人からのご提供もお受けする予定です。
◆�駐車場は準備致しますが、できる限り徒歩・公共
交通機関や乗合でのお越しをお願いします。

（コミわか事務局）

欲しいものリクエスト
・チューリップの球根
・クレマチス

第1回 若槻 総 フェスティバルの開催について（お知らせ）

　７月号でご案内の
「真夏の夕べ　お見
合いパーティー」が、
8月 11日（土）「メ
ルパルク長野」にて
開催されました。
　隊員達の大きなアドバイスもあり、大いに盛り上
がりました。
　参加者 24名（男性 15名・女性 9名）のうち

“6組のカップルが誕生”

若槻近郊
地 域 応 援
企 業
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稲田1丁目

かつ源 若槻店
TEL.026-263-4129
住所／長野市徳間1-11-6
営業時間／11：00～15：00（ＬＯ14：30）

　　　　　17：00～21：00（ＬＯ20：30）

定休日／毎週月曜日

パートさ
んアルバイトさ

ん募集中!!お電話にてお問い合わせください。

かつ源500円

割引券※2,500円（税込）以上
　ご利用の場合
■会計時にこの割引券を切取ってご提出ください。
■他の割引券・クーポン券との併用はできません。
有効期限：2018年10月31日

キリトリキリトリ

コミわか102号

ミックスフライ定食

大人気メニュー！

長野徳間店長野徳間店

〒381-0041 長野市徳間 3300
TEL.026-263-7900
〒381-0041 長野市徳間 3300
TEL.026-263-7900

500円500円1ℓ1ℓ量り売り量り売り
なんと！

SN/CF 5W-30 SL/CF 10W-30
輸入車 純正 エンジンオイル各種取り扱っております

例えば、ワゴンＲ・タント・N-BOX

オイルエレメント全車種在庫ございます

（税別）（税別）

整備士募集中整備士募集中

北陸信越運輸局長
認証整備工場

車の修理できます！車の修理できます！

格安車検
できます!
格安車検
できます!

ホイパラ
車検!!＋安心 安全

軽トラックから輸入車までお任せください

営業時間 10:00～19:00　定休日 火曜日

大好評!!

交換工賃込 2.5ℓ
（税別）（税別）

タイヤのディスカウントショップ　タイヤのプロがいるお店

安
い!!

1,250円1,250円

一流タイヤメーカー 
全メーカー取扱い

エンジンオイル交換エンジンオイル交換
すぐ交換！
交換工賃もサービス！

安
い!!
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若槻支所

kitchen
キッチン

ひまわり

至若槻
団地

長野市浅川西条 383-30

ひと口頬張れば、口の中一杯に広がるソースの香りと
フワフワ喉ごし抜群の生地の食感、
噛めばあふれるキャベツの甘み、思わずおかわりしたくなる
お好み焼きはいかがですか！

Tel.026-296-0887Tel.026-296-0887
通常営業時間：11：30～14：00/17：30～21：00●定休日：火曜日

kitchenkitchen
お好み焼・もんじゃお好み焼・もんじゃ

お座敷席は大人気です。
お早めにご予約ください。

コート
ダジュール様

平安堂様

SBC通り

若
槻
大
通
り

稲田1丁目
お仏壇のはなおか様

長野市稲田１丁目３１ー８

ご予約は24時間受付中

炭火焼やきとり

アルバイト急募!
時給850円～がんばり次第で
どんどんUP!
週1回OK、１日２時間から勤務可
ダブルワークOK!
未経験者大歓迎♪高校生可
接客経験者ももちろん歓迎★
詳しくは採用担当まで026-241-9887

あなたのチカラ

貸してください

026-241-9887026-241-9887

日本全国から集めた日本酒
本格焼酎・梅酒・果実酒がおススメ
日本酒50種類以上、本格焼酎30種類以上、
梅酒・果実酒20種類以上、飲み比べセットは
３杯飲んで720円からあります 営業時間◆17:30～23:00

　　　　　（日曜日22:00まで）
定 休 日◆毎週月曜定休

至

4WD・ミニバン・SUV

探しています!!
『コミわか見たよ』で査定額UP

詳しくはスタッフまで

カーセブン長野若槻店
営業時間 １０：００～１９：００　火曜定休日

〒 長野市大字若槻迎田

０２６－２１７－７６２６SBC通り

イエロー
ハット様

デリシア様

セリア様

稲田一丁目

八十二銀行様

善光寺

稲田一丁目を豊野方面に

看板が

目印です!!

買取価格が 出張査定が

販売価格が高い！ 無料！
安い！

買取強化
　キャンペーン
　　実施中!!

4WD 軽自動車特に強化中★

土・日・祝日も診察しています！

9月16日（日）・25日（火）は臨時休診とさせて
いただきます。

〒381-0084 長野市若槻東条 551
TEL.026-225-9326
http://www.igarashi-ah.com/
　　診療時間

  9：00～12：00

16：00～19：00

月
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ワンちゃん、ネコちゃん
かゆがっていませんか？

●八十二銀行様

●美容室シンシア様

徳間サンロード平安堂様●

デリシア様●

イエローハット様●

コートダジュール様●

ユーパレット様●

若
槻
大
通
り

北
国
街
道

フィラリア
マダニの
予防はおすみ
ですか？

予防検査を行っております。
お気軽にご相談ください。

かゆみは皮膚病にかかったペットに
非常に多くみられる症状です。
アレルギーや感染症などのかゆみの
原因を取り除くと同時に、皮膚の健康を
回復することが重要になります。

日曜日のみの営業／11：30～14：30

麻績産そば粉で二八の手打ちそば

TEL.026-241-8889

数量限定の小さなそば屋

完全予約制

ご予約はお電話にて

新町茶屋
あらまち 梅の遊

うめ ゆ

●八十二銀行様

●
平
安
堂
様

太子堂

稲田神社

徳間サンロード

パリミキ様●
若槻大通り 旧北国街道

P P
梅の遊
（福澤宅）

旧北國街道沿いの大きな松が目印
住所 稲田2丁目

駐車場は、店舗に
３台駐車可能です。
南側（吉田方面）か
らお入りください。
また、稲田神社にも
駐車できます。

（吉田方面より）

※写真はイメージです。

お彼岸セール開催中

長野市稲田 2-56-26
営業時間 /AM9:30～PM6:00

長野稲田店お仏壇と墓石の
かぎりなくその先

当店は、ブルーカード
加盟店です。

墓石の洗浄、承ります。
Before After 水アカ・コケが

取れてピカピカに。

本体 25,000円（税込）～墓石クリーニング

0120-267-186

コ ミ わ か 広 場


