
令和元年度の区長さんを紹介します。
①世帯数・人口
②区のセールスポイント又は目標
③人物寸評（副区長による）

檀田区長

永原 　学さん

① 478世帯、1,469 人

②住民が、檀田はここがいいよと思える事

を一つでも増やしていける街づくりを目

指します。

③温厚な人で、地区の方を思いやり、ちゃ

んと理解しようとする人。（新井 義寛）

徳間区長

渡邊 　進さん

① 1,088 世帯、2,800 人
②徳間区は小学校も有り、様々な商店、食
堂と区内で完結出来る便利さん合せ災
害、犯罪の無い安心な住宅街です。
③人物寸評するには期間が短か過ぎます
が、あえて申し上げれば根がマジメにつ
きます。（金子 悦生）

田中区長

徳武 次郎さん

① 96世帯、295人

②「笑顔であいさつ、支えあう田中」をス

ローガンとして皆で力を合わせ頑張って

います。

③責任感が強く几帳面で頼りになる区長で

す。（丸山 美智男）

上野区長

丸山 憲太郎さん

① 1,149 世帯、3,325 人

②「住んでよかった上野区」をスローガン

に、高齢化の進む中、住民同士のふれあ

いを大切にし、明るい地域づくりを目指

します。

③上野区と区民の為に、全役員の先頭に立

つ気概に満ち溢れた人です。（村田 秋廣）

吉区長

森山 康幸さん

① 139世帯、422人

②安全・安心で住み良い吉区が続くよう区

民全体で頑張ります。

③吉区民の声に誠心誠意耳を傾け、よりよ

い地域を目指し努力をする区長です。
（渡辺 廣幸）

上野ヶ丘区長

清水 正明さん

① 51世帯、70人

②高齢世帯が多いが、精一杯、令和時代を

生き抜いて行こう。助け合いながら。

③真面目が服を着ている人。現役ながら区

のために頑張ってくれています。
（熊谷 繁松）

稲田区長

新津 吉明さん

① 2,371 世帯、5,854 人

②大所帯であっても「ふれ合い」、「認め合

い」、「支え合い」を大事にした街づくり

を目指す。

③稲田区の自治に新風を吹き込むべく、ひ

た向きに取り組んでいる人です。
（渡辺 孝文）

若槻東条区長

北原 昌司さん

① 897世帯、2,496 人

②「安心・安全・住んでよかった東条」の

スローガンのもと、笑顔溢れるまちづく

りを目指します。

③新時代にふさわしい、若さあふれる行動

力と責任感が強い区長です。（佐藤 敏彦）

田子区長

田中 　進さん

① 78世帯、222人

②高齢化が進む中、住んでいる人の顔がわ

かるのは強い。まとまりのある地域づく

りを目指します。

③区民の皆さんの意見を誠意をもって聞

く、頼りに成る区長さんです。（古岩井 徳雄）

若槻団地自治会長

小河原 武弘さん

① 1,000 世帯、2,493 人
②高齢化が進むなか、人とのふれあいを大
切にし、支えあえる団地を目指したい。
③温厚な方で、今までの豊富な経験を生か
し、団地のために頑張っている人です。

（横山 博道）

東徳間自治会長

飯島 政利さん

① 207世帯、590人
②世帯数207戸ほどの比較的小さな世代のまと
まった隣近所の明るい声の聞こえる所です。
③地域で色々なボランティア活動をしてお
り、元気で明るい区長さんで現役の大工
さんです。（和田 光人）

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・・・

水分と汗拭きタオルのご準備をして、
運動のできる服装でご参加ください。
教室は無料で、申し込みも不要です。
また、一回のみの参加でも結構です。
大勢の皆様のご参加をお待ちしてい
ます。

共催　長野市地域包括支援センタ―　若槻ホーム
　　　健康部会

回 日　程 内　　容

第3回 6月26日（水）
「大人のラジオ体操」

～ラジオ体操の基本を学びましょう～
講師　全国ラジオ体操連盟指導員　大石美雪先生

第4回 7月24日（水）
「相続や遺言・成年後見について」
～老後に備えて考えてみませんか？～
講師　司法書士　宮川洋一先生

◆場所　若槻コミュニティセンター	大会議室
◆時間　午前10時～午前11時30分

郷土の歴史講演会（第25回）　歩くことからの出発
―足裏から伝わってくる歴史の足音―

　令和元年最初の講演は、長年“道とは何か、歩くとは”をテーマに信州の歴史的、
地理的環境の研究をされてこられた田中欣一先生から古道・街道・峠等を歩くこ
とを通じて学ぶことの大切さをお話し頂きます。
　そして、旧北国街道が走る私達のふるさとを新たな視点から見直す機会となれ
ばと思います。
　なお、田中欣一先生は、現在信毎に「信州から日本が見えてくる」（月 1回）、
連載中。
　主な著書に「生と死の風景」、「塩の道　千国街道」、右記など著書も多数出版
されております。

記
日　時　令和元年 7月 13日（土）
　　　　午前 10時 30分～	12 時 30分
場　所　若槻コミュニティセンター 2	階（大会議室）
講　師　県カルチャーセンター講師			田中	欣一	氏
資料代　300	円（ただし会員は無料）
問合せ先　若槻郷土史研究会　会長　土屋	良和 TEL	241-1642

若槻郷土史研究会

「新更級紀行」（講師著書）

徳間子どもプラザ・若槻子どもプラザ 職員募集

　長野市立若槻小学校の校内に、放課後など家庭に保護者が不在の児童を対象に安全安心な居場所を提供し、
児童が遊んだり、学んだり交流する場所です。この事業は長野市で必須事項「放課後子ども総合プラン」とし
て進めている事業です。今般【徳間子どもプラザ】【若槻子どもプラザ】で勤務していただく職員を下記のとお
り募集致します。

記
採用人員　補助員　若干名
資　　格　児童と遊びや運動が出来る体力があり、子どもが好きで元気な方
　　　　　	児童館、プラザ利用の方でも可能、また他で勤務されている方も可能です。
勤務内容　子どもプラザを利用する児童の見守り、支援
勤 務 日　週 3～ 5日
勤務時間　学校登校日　午後 2時～午後 6時　3～ 4時間程度
　　　　　長期休業日（春休み・夏休み・年末年始休業日）　午前 8時～午後 6時までの間　5時間程度
　　　　　※	勤務日、勤務時間等詳細については希望に沿うよう施設長が調整いたします。上記は現在予定の

ため、変更する場合もあります。
受付期間　随時（採用は面接終了後即時雇用します）
申込方法　	若槻子どもプラザ・徳間子どもプラザに履歴書（市販のもの）をご持参ください。事前に各プラザ

へ問い合わせてください。書類選考後、面接の日程をお知らせします。
問合せ先　徳間子どもプラザ　電話 244-2164　（月～金曜日　午後 2時～ 6時）
　　　　　若槻子どもプラザ　電話 295-5411　（月～金曜日　午後 2時～ 6時）　　　　　

子どもたちと遊び、世話をし、見守る仕事です。子どもが好きな方大歓迎!!

　期間中ホタルの保護と観賞保全を目的とした地
域住民のための観賞会を行っています。
★観賞期間　6月 29日（土）～ 7月 7日（日）
　　　　　　午後 7時 30分～ 8時 45分
★実施場所　土京川の指定観賞路
★期 間 中　観賞会スタイルで実施。来場者記名
　　　　　　	観賞路内では主催側の指示に従って

観賞していただきます。

観賞会プログラム
観賞期間　6月 29日（土）から
　　　　　7月 7日（日）までの毎日
受付場所　観賞路入り口：現地本部前
受付時間　午後 7時～ 7時 20分
観賞場所　土京川河川敷特設会場跡及びホタル観賞路
進　　行　午後7時15分～7時30分	
　　　　　　●ホタル観賞のマナー
　　　　　　●土京川のホタル
　　　　　午後7時30分～
　　　　　　●ホタルガイドが誘導します。　
　　　　　以後～午後8時45分
　　　　　　●ホタルをご鑑賞いただきます。
　　　　　午後 8:45
　　　　　　●	観賞路奥から「退場」の案内をします。
　　　　　午後 9時
　　　　　　●	閉鎖しますのでそれまでに観賞路から退

場していただきます。

ほたる観賞路マップ
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団　　体　	尚地区や団体等で人数がまとまっておいでにな
る場合は事前にご相談ください。案内者（ホタ
ルガイド）を紹介することが出来ます。

アクセス　	長野電鉄バス東長野病院行又は牟礼・吉村行　
中央公園（上野）バス停下車北へ徒歩 3分

駐 車 場　	期間中の指定時間に限り使用可。利用の際は現
地で係の指示に従って下さい。収容台数に限り
があります。できるだけ公共交通機関でお越し
ください。尚、指定駐車場（仮設）以外での駐
車はしないでください。特に近隣の企業営業所、
商店、コンビニエンスストア等の駐車場には駐
車しないこと。また周辺は路上停車・駐車禁止
帯です。

観 賞 路　	観賞路を含め一帯は私有地です。期間外及び時
間外の立ち入りはご遠慮ください。期間中、観
賞時間帯では犬を連れての入場をご遠慮くださ
い。光が点滅する履物は、ホタル観賞の妨げに
なりますのでご遠慮ください。ホタル保護、環
境保全のためご協力ください。

令和元年
ホタルウイーク in土京川

主催　若槻地区住民自治協議会・ホタルウイーク実行委員会

キッズイベント 若槻地域の将来を担う子どものためのホタル学習の場を用意して
います。ご家族でご参加下さい。

ホタルウイーク
関連企画

第 2回自然観察会　親子ホタル観察会
日　　時　6月 30日（日）
　　　　　午後 7時 15分から 8時 30分ごろまで
集合時間　午後 7時 15分までに
集合場所　観賞路入り口の「案内所」前
観賞場所　土京川ホタル観賞路
　　　　　ホタルガイドが案内します。
　　　　　事前申し込み不要

ホタル作文募集

「ホタルさんへの手紙」をください
　ホタルウイーク期間中、来場のお子さんに「ホタ
ルさんへのお手紙」下さいのお願いをします。観賞
からお帰りの際、出口で係の者が「お手紙用紙」を
お渡しします。詳細はそれをご覧ください。
　子どもさんがホタルを見た感想をお寄せくださる
よう親御さんのご協力をお願いします。

主催　若槻地区住民自治協議会・環境部自然環境部会　◆　協力　ほたるサポーターズクラブ

第3回若槻自然遺産散歩会 土京川のホタルが何故「若槻自然遺産」なのか
日時　7月 5日（金）　午後 7時 15分
　　　　観賞路入り口「案内所」前集合
　　　午後 7時 30分
　　　　	観賞路に入場、8時 30 分ごろまで、自然

遺産と土京川のホタルの話とホタル観賞
＊事前申し込み及び参加費不要、
＊	午後 7時１5分までに観賞路入り口の案内所前に
お集まりください。

　ホタルウイークも定着し、土京川のホタルは初夏
の風物詩として、又若槻地域の宝として受け入れら
れて来ました。一方、平成 27 年度完成した「若槻
自然遺産ガイドマップ」の冒頭に「土京川のホタル」
が取り上げられています。その背景と経過について
はまだつまびらかにされていません。今回は若槻自
然遺産の視点からホタルを観賞したいと思います。

環境部自然環境部会

コ ミ わ か 広 場 コ ミ わ か 広 場 コ ミ わ か 広 場


