
　5月 11日（土）に若槻東条の
蚊里田八幡宮・相撲場において
「若槻子ども相撲大会」が開催さ
れました。毎年開催し今年で 10
回目となり、令和での最初の記
念すべき大会となりました。
　天候にも恵まれ少し汗ばむ位の
暑い中、約90名近くの若槻の子
どもたちの熱い勝負でさらにヒー
トアップ！多くの名勝負がありま
した。参加した子どもたちや保護

者の方々からとても大きな
声援もあり、子どもたちも
一生懸命、最後まで諦めず
頑張って取り組みをしてい
ました。大会の模様は長野
市ホームページ「きらめき
チャンネル」で放送される
予定です。お楽しみに。
　来年度も開催しますので
多くの子どもたちの参加を
お待ちしています！
　　　　　　（青少年部会）
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私たちが、
変えます。
創ります。
協働参画社会。
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（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

ホタル学習会（第2回） 6月17日（月） 19時～21時 コミュニティセンター　大会議室 自然環境部会
ぴっかり教室「大人のラジオ体操」 6月26日（水） 10時～11時30分 コミュニティセンター　大会議室 健康部会
お母さんの何でもトーク（保育士さんと遊ぼう） 6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
ホタルウィーク 6月29日（土）～7月7日（日）19時30分～20時45分 土京川ホタル観賞路 自然環境部会
自然観察会「親子ホタル観察会」 6月30日（日） 19時15分～20時30分 土京川ホタル観賞路 自然環境部会
若槻子ども文庫おはなし会 7月5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
若槻自然遺産散歩会「土京川のホタルが何故自然遺産なのか」 7月5日（金） 19時15分～20時30分 土京川ホタル観賞路 自然環境部会
若槻地区住民集会 7月6日（土） 13時30分～15時45分 コミュニティセンター　体育館 人権教育部会
若槻ジュニア体験広場 7月7日（日） 9時10分～11時45分 コミュニティセンター　 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。

蚊里田の土俵で子ども達が熱戦 　試合結果（姓：漢字、名：かなで表記）
小学生１・２年男子の部
	 優　勝　波母山きょうすけ	（上野）
	 準優勝　櫻井しんた	 （上野）
	 ３　位　波母山りょうすけ	（上野）
小学生１・２年女子の部
	 優　勝　内田みひろ	 （若槻東条）
	 準優勝　古平あい	 （若槻団地）
	 ３　位　清水りこ	 （上野）
小学生３・４年男子の部
	 優　勝　木下はると	 （東徳間）
	 準優勝　依田かづき	 （若槻東条）
	 ３　位　植原そら	 （若槻東条）
	 敢闘賞　根来けいと	 （若槻東条）
小学生３・４年女子の部
	 優　勝　古平ゆい	 （若槻団地）
	 準優勝　江村のぞみ	 （稲田）
	 ３　位　千村ふう	 （田子）
小学生５・６年男子の部
	 優　勝　金子はやと	 （徳間）
	 準優勝　川上こうせい	 （稲田）
	 ３　位　金子やまと	 （徳間）
小学生５・６年女子の部
	 優　勝　海野かなで	 （若槻東条）
	 準優勝　柄澤しほ	 （若槻団地）
	 ３　位　滝澤れおな	 （若槻東条）
	 敢闘賞　宮川ももか	 （上野）
	 敢闘賞　中野あずさ	 （稲田）

第10回若槻子ども相撲大会が開催されました

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

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♪

7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

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 　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　7月17日（水）
※	ご本人以外からのご相談もお受けいたします。
　（必ずご本人の了解を得てください）

2 学期　マージャンでつながろう　学部
【楽しいマージャン学科】
　●連続 3回　時間→午前 9時 30分～午後 12時
　　会場→ライフサポートりんどう　ワークス上駒

	募集人数　16名（男性であれば年齢は問いません）
	参 加 費　500円（初回集金）
	申込締切　7月 3日（水）
★今後の予定★
　3学期→12月　門松でつながろう学科

受講者
募集!!

日にち 内　　容
①7月13日（土） 初心者グループ、ベテラングループに分

かれてレベルに合わせて行います。②7月20日（土）
③7月27日（土） 一緒になって楽しみます。

チャレンジ！わかつきジュニア体験広場 のお知らせ
　小中学生の皆さん、あと 1か月で夏休み！今年もわかつきジュニア体験広場を開催し
ます。地域の大人との交流を深めながら、友達や親子で力を合わせて、いろいろな物を
手作りチャレンジしてみよう！

日　時　7月 7日（日）9時 10分（受付）～
　　　　11時 45分（終わりの会）
場　所　若槻コミュニティセンター
対　象　	幼児～小学生（幼児～低学年は
　　　　親子で参加してください）
参加費　無料
申込み　先着順に整理券を配ります
体験内容　	プラスティック粘土で遊ぼう、フリー木工、むにゅむにゅ

風船作り、ステンドグラス作り、バルーンアート作り、割
り箸で遊ぼう、アクセサリー作りなど　　　（青少年部会）

若槻自然遺産散歩会第1回、第2回実施報告

第 1回：4月 6日（土）
　山千寺境内のそこここには、今にもはじけ開きそうな蕾を吊るした春
の妖精カタクリが思いのほか冷たい空気の中で戸惑っていた。
　特別に立ち入らせてもらった、辨天清水で

「もののふの八
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十娘子らが

　汲みまがう　寺井の上の　堅
かた
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子の花」
という万葉の歌を紹介された。この歌に詠まれた情景が辨天清水の風情に
通じるものを感じるというガイドさんの言葉にうなずかされた。
　新年号で話題の万葉集にカタクリを詠んだ歌が一首あるという話も目か
らうろこだった。
　早春の陽だまりに楚々として咲くカタクリにこれほど深く豊かな物語が
あることを知る機会に恵まれたことに感謝して帰路に就いた。

第 2回：4月 21日（日）
　再び山千寺へ。枝垂れの枝先にようやく開いた花弁を見つけ一同「春だな―」
とうなずいた。
　さくらの説明に続いて、450年といわれているこの桜の推定樹齢の話は大変面
白かった。
　「信玄駒つなぎの桜」と呼ばれる所以、時代は 5回 11年に亙る川中島合戦が舞
台、武田信玄が山千寺を訪れたのは何時か、そもそも山千寺の創建は年などから
いくつかの仮説を立て、今ではおよそ樹齢を 500年と推定する…。
　事実はさておき、夢のあるストーリーと歴史の背景、自然の奥深さを感じて山
千寺を後にした。2回にわたりガイドしていただいた山千寺史跡保存会さんあり
がとうございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境部自然環境部会

4月初旬に山千寺境内で万葉の「カタクリ」に酔い、
信玄駒つなぎの桜に「武将の夢」を想う。

今後の予定
　7月 17日（水）・8月 8日（木）・9月 9日（月）
　時間は午後1時30分から3時30分頃まで、コミュ
ニティハウスにて
　裁縫道具をお持ちください。（事前予約は不要です）

Let's
ボランティア

ぞうきんぬいボランティア

ぞろめの会

　5月 8日（水）・9日（木）
は、暑い位の好天、大勢の
方々にお越しいただきました。沢山の苗等もお持ち
頂いたり、またお持ち帰りくださり、皆様、本当に
ありがとうございました。
　昨秋から挿し木で準備された、エンゼルトランペッ
ト・君子ラン・多肉植物・初めてのお花等々、とて
も書ききれないほどの種類でした。10月にも予定し
ています。是非、いらしてください。

大盛況の
花の種・苗交換会

令和元年度
 明るく幸せな社会を築く
「若槻地区住民集会」開催
　今年も下記の日程で開催いたします。
日　時　7月6日（土）午後1時30分～3時45分
場　所　若槻コミュニティセンター　体育館

内　容　第 1部　第 69回社会を明るくする運動
　　　　　〇事業の趣旨、内容等の説明
　　　　　〇小中学生の作文発表
　　　　　〇手話サークルによる手話・歌
　　　　第 2部　講演会
　　　　　　講師　清泉女学院大学	准教授	岡本かおり先生
　　　　　　演題　「回復を助ける人になる」
　　　　　〇若槻地区人権尊重アピール

（人権教育部会）

今年も毎週土曜日に開催へ
　今年も、「コミわか土曜朝市」を 7月 20日から
毎週“土曜日”に開催いたします。　

　第1、第3、第5の土曜日は軽トラのみの販売で、第2、第4の土曜日は
軽トラのほかにテントでの販売も行います。ちょっとお休み頂けるお茶のみ
コーナーは毎回の予定です（但し、セルフ方式を考えています）。
　また、新しい取り組みとして、毎月第1週の土曜日（8月3日、9月7日、…)
に、クラフト品（手工芸・木工・陶芸・皮革など）の販売を企画しています。
　これまで通り、雨天の場合は翌日曜日に順延といたします。

1農産物などを出店したい方
2スタッフとして参加したい方
3クラフト品を出店したい方

コミわか事務局 tel	266-0034
コミわか土曜朝市の会まで、お問
い合わせください。

急募 若槻地区住民自治協議会が指定管理者として運営する長野市立若槻公民館職員を１名募集します。

１．勤務形態　フルタイム職員
２．勤務時間　午前8時30分～午後5時15分(7時間45分)
３．休　　日　原則　土・日・祝日及び年末年始
４．月　　給　140,000 円（賞与あり）
５．福利厚生　健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
６．期　　間　即日～ 1年毎の更新
７．職　　種　会計、事務全般
８．資　　格　簿記、経理経験がある方

９．そ の 他　	通勤費は、若槻地区住民自治協議会通勤費
規程により支給します。

◆応募締め切り　
　	令和元年 6月 26 日（水）までに、履歴書を添えて若槻
公民館までご応募ください。（郵送でも構いません）
　追って面接日時のご連絡をします。
◆お問い合わせ・連絡
　長野市立若槻公民館　館長　関まで
　☎ 295-3355（受付時間：平日 8時 30分～ 17時）

コ ミ わ か 広 場 コ ミ わ か 広 場


