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10月25日（日）　清泉女学院大学・短期大学体育館
　各学校の音楽クラブ・地域のコーラスグループ等
による合同音楽会。
　長野市芸術館記念プレイベントの音楽キャラバン
をゲストに迎えクラッシック生演奏を。秋の１日を
音楽会で過ごしましょう。
　詳しくは９月の広報でお知らせします。

（公民館部会）

第５回ふるさと若槻「ふれあいコンサート」 お知らせ

昨年のふるさと若槻「ふれあい」コンサート

　長野建設産業労働組合 若槻支部のご協力をいただき「高
齢者等住まい修繕お助け事業」を実施致します。

対　象　者：原則として一人暮らしの高齢者（65 歳以上）・
障がいのある人及び中学生以下のお子さんが
いる母子世帯で住宅の修理にお困りの方。＊
持家の方に限ります。

対象工事等：引き戸や障子が開かない、ドアノブの修理、壁 ･
床の修理、電球の交換やスイッチ、コンセン
トの不具合修理、風呂の水漏れ防水処理、水
道の蛇口の修理等。

　　　　　　障子 ･ 襖の張り替え、畳の表替えは事業対象
になりません。

費　　　用：修理の手間代は無料、材料費のみ実費負担と
なります。

申込み期限：８月25日（火）
工事予定日：見積り：９月19日（土）　工事：10月17日（土）
そ　の　他：申込みが多数の場合や修理以外は、この事業

で対応できない場合もあります。
　　　　　　その場合は材料費と工事費の見積りで若槻支

部の組合員が直接対応することも可能です。
　日頃からお困りになっていることがありましたら、各地
区の福祉推進員を通じてお申し込み下さい。

主催　若槻住民自治協議会福祉健康部
協力　長野建設産業労働組合若槻支部

平成27年度
「高齢者等住まい修繕お助け事業」の
お知らせ

ぴっかり教室
（全11回）

健康な暮らしに光を!

共催：長野市包括支援センタ―若槻ホーム
　　　コミわか健康部会

・・・知って安心これからの知恵・・・

ぴっかり教室（全11回）
　― 報 告 ―

　第３回のぴっかり教室（６月24日）は、「相続と遺言・成年後見に
ついて」司法書士の高野哲浩さんにお話をお聞きしました。
・相続問題の解決で肝心なのは、相続権を持つ者同士が納得のいく

話し合いをすること。
・遺言は、残された者が骨肉の争いをおこさないためにも書いてお

きたい。

・遺言には、「理由」や「想い」「願い」をできるだけ書くことで、
残された者が納得して、不必要にもめなくて済む。

　その他、いろいろな例を挙げて教えていただきました。
　また、ある人の判断能力が不十分な場合、そのことによって不利
益をこうむってしまわないように支援する、成年後見人制度がある
ことも教えていただきました。
　日頃法律用語などに触れない身としては難しいお話もありました
が、「一人で悩まず、早めに誰かに相談する。」「必要があれば、国の
法的トラブル解決の総合案内所である法テラスや、県司法書士会の相
談窓口を利用する。」など、日頃の不安が軽くなるお話が聞けました。

（健康部会）

教室は無料で、申し込みも不要!!
年に11回の教室を予定しています。
ご興味のある回１回の参加でも結構です。
是非お気軽にお出かけください。

◆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26日
（水）

『音楽療法』　楽しい音楽で脳に刺激を!!
毎年人気の音楽療法。楽しみながら脳を活性化させましょう！
NPO法人長野音楽療法研究会　室川先生

６ ９月30日
（水）

こころとからだ『ヨガ風ストレッチ体操』でリラックス！
腹式呼吸を取り入れた全身の筋や筋肉をほぐすストレッチ体操
リハビリデイサービスnagomi長野石渡店　宮岡さん
※運動の出来る服装、タオル持参でお越しください。

介護者の集い
　日頃ご家庭で家族の介護をされていて、気の休まる事も無く日々
を送られている若槻地区の皆さんを対象に「介護者の集い」を実施
しますので、参加される皆さんは各地区の「福祉推進員」にご連絡
ください。※申し込み期限　８月25日（火）
１．日　時　平成27年９月17日（木）　10時～14時30分
２．場　所　りんごの湯
　＊送迎バスが各地区を回ります。　　　　　　　　（福祉部会）

コミわかグリーン倶楽部６年目へ
～少し大きい畑も借りられる～

　コミわかグリーン倶楽部は創立６年目を迎えました。若槻
地区の荒廃農地拡大の歯止めと気軽に野菜づくりを楽しめ
る環境づくりを目標に、市民農園の開発、維持管理などを主
体に事業を進めてきました。
　おかげさまで、当初 20 区画強だった管理地も直営のコミ
わか農園が約 90 区画、市のサラダパーク蚊里田指定管理者
としての 80 区画の計約 170 区画までに拡大してきました。
　美味しい夏野菜の季節が終われば冬はすぐ。来年こそは畑
を始めたいという方、今のうちにお申し出ください。希望に
沿った畑がご紹介できるかも…（地区外の方も可）
・市民農園はおおむね 20 坪～ 30 坪です。
・少し大きい畑も借りられます。
・まとまった畑を借りたい方へ。徳間（北国街道の東側）で
２件、田子（荒瀬原線の東側）で２、３件。安く借りること
ができます。それぞれ 100 坪～ 200 坪単位で。貸し借りは、
地主さんと直接契約になりますが、コミわかグリーン倶楽部
が仲介します。お問合せください。

コミわか事務局　266-0034

地域交通安全防犯教室（報告）

人権教育部会役員研修会（現地学習）開催（報告）

　今年の地域交通安全防犯教室は６月15日～18日の４日間にわたり行われました。最終日は梅雨
らしく、朝からの雨でしたが、大勢の方ご参加をいただきました。
　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、増加傾向にある自転車の事
故等、身近にある危険の対応を学びました。
　後半の交通安全指導は、恒例の元気なお婆ちゃんの登場に盛り上がりました。
　反省会では、多くの質問が寄せられ、活発な意見交換が行われ、安全と防犯に対する意識が高まりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（交通安全部会・防犯部会）

　６月30日（火）午前、長野市中央隣保館において役員研修の現地学習が開催され、25 名の役員
が参加しました。
　まず、ＮＰＯ法人人権センターながのの高橋典男事務局長の案内で、館内の資料室に収蔵され
ている、明治から現在までの数多くの新聞記事や写真、差別を受けた当事者の日記や手紙などの
貴重な資料を見学しました。その後、様々な人権侵害について、とりわけ今も続く部落差別の事例について、高橋事務局長
からお話いただきました。差別問題は決して他人事ではないのだということを自覚する大切さに気付かされた、大変有意義
な研修会でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人権教育部会）

男性の料理教室
　６月25日（木）に、コミュニティセンター料理
教室で、『男性の料理教室』が開催されました。
　食生活改善推進協議会（食改）の方に血糖値や
食事のとり方のお話をきいてから、今回のために
考えていただいたレシピで、「季節野菜とお肉の
ホイル焼き・ゴーヤチャンプルー・春雨中華サラ
ダ・かぶときゅうりの漬物」の四品を作りました。
どれも野菜がたっぷりのメニューです。
　参加 10 回以上のベテランから、恐る恐る初参
加された方まで、皆さんが五つの班に分かれ、食
改さんのご指導のもと和気藹々と調理を進めま
したが、皆さんの真剣だけれど楽しそうなお顔が
とても印象的でした。
　立派に出来上がった料理を試食した感想は、

「ホイル焼きがおいしかった！」「中華サラダの
ドレッシングが市販の物よりさっぱりしていて
おいしい」など大好評。
　また、参加者の方から食改さんに「ゴーヤの苦
味が苦手だが、良い調理方法はありますか？」と、
積極的な質問もありました。男性の皆さんも、食
や健康に高い興味をもっていらっしゃる事を教え
ていただきました。

　次回は、１月21日（木）
を予定しています。調
理に興味のある方、食
事に関心のある方、健
康に気をつけている方
などなど、多数のご参
加をお待ちしています。

（若槻公民館　健康部会）

春季スポーツ大会事業報告
事 業 名 春季スポーツ大会

実 施 日
平成２7年５月１7日（日）
午前８時30分（開会式）より午後4時30分（閉会式終了）

場　　所 若槻小学校　北・南体育館およびグラウンド

事業概要 各地区代表によるソフトバレーおよびソフトボールの対抗試合

参加チーム
人　　数

参加チーム数
○ソフトボール　９チーム　計130名(昨年　９チーム）
　檀田･稲田･徳間･若槻東条･東徳間･上野･田子･吉･若槻団地
○ソフトバレー　Ａリーグ：4チーム　計18名(昨年　５チーム)
　稲田･若槻東条･東徳間･上野
　　　　　　　　Ｂリーグ：16チーム　計95名(昨年16チーム）
　檀田×3･稲田･徳間×2･若槻東条･上野×2･田中･田子
　若槻団地×3・吉×2

成　　績

○ソフトボール
　＊優勝:稲田　＊準優勝:若槻東条　＊3位:徳間・上野
　＊敢闘賞:若槻団地
○ソフトバレーＡリーグﾞ
　＊優勝:若槻東条　＊準優勝:東徳間　＊3位:上野
○ソフトバレーＢリーグ
　＊優勝:若槻団地Ｂ　＊準優勝:上野Ｂ
　＊3位:上野Ａ・若槻団地Ｃ
　＊敢闘賞:徳間Ａ(2･3位グループ)
　　若槻団地Ａ(3･4位グループ)

　例年以上の熱戦で、その分けが人が多くでてしまいました。競技やや
り方を工夫していきたいと思います。ご協力いただいた皆様に感謝いた
します。

H27年ホタルウィーク in 土京川を開催しました
　６月27日（土）～７月５日（日）までの９日間、土京川流域でホタルの保護と環境保全を目的とした観賞会が開催されました。
　コミわかを挙げての取り組みで実行委員会を立ち上げ、地元の皆さんやホタルサポーターズクラブをはじめ、たくさんの
方々のご協力をいただきありがとうございました。
　例年に比べると天候不順のせいもあって期間中のホタルの飛翔数は 1,730 匹とかなり少なくなってしまいましたが、訪
れた鑑賞者数は約 2,700 人と、大勢の皆さんにホタルの幻想的な光を楽しんでいただけたようです。
　初日の開幕セレモニーでは「マドレーヌ」の皆さんによるオカリナ演奏などが行われ、
澄んだ音色が響きわたりました。
　また、６月28日（日）には、上野公民館でキッズイベントとして「ホタルの話とホタル
かご作り」が開催され、たくさんの子供たちの他、お父さんやお母さん、おばあちゃん
にも参加していただき、仲良く一緒にかご作りを楽しみ、インテリアとしても使えそう
な素敵なかごが出来上がりました。
　来年もまた、この川で生まれ育った、たくさんのホタルに逢えますように。

（自然環境部会） オカリナの演奏（マドレーヌの皆さん）

まちづくり計画推進会議が行われました
　若槻まちづくり計画は、平成 25 年度からの５ケ年計画（～平成 29 年度）として推進しており、昨年から始まった「あ
いさつ運動」、「みとやま運動」や今年から始めた「農振プロジェクト」などもこの一環の事業です。今年の進め方について、
コミわか会長・各部長、並びに会長・副会長経験者などが集まり、３年目を迎える今年のまちづくり計画の進め方（特に地
域振興分野）について話し合いました。
　具体的な内容は、企画調整会議を経て各部・部会に伝えられ推進されていきますので詳細は割愛致しますが、直ぐに皆様
にお伝えした方が良いと思われる事項について、お知らせします。
⑴　並行在来線新駅設置促進事業
　　２月に結成された「新駅建設促進期成同盟会」を中心に活動を開始する予定です。
⑵　バス路線充実促進事業
　 　昨年、牟礼線の当面の存続が決定されたが、高齢化が進む中、坂上地区（田中・田子・吉）の皆様の足をどうしていく

かの検討を、地区の正副区長を中心に進めます。ご意見がありましたら、区長さんにご提案下さい。
⑶　北部図書館（仮称）建設要請
　 　市の財政事情などで新規施設の建設は難しいことから、本の利用に関しては、長野高専の図書館（注１）や若槻公民館

併設の図書コーナー（注２）などの利用を進めます。また、地域の交流の場として、若槻ホーム拡張に伴い設置された「地
域交流棟」の利用なども検討していく予定です。

　注１ ）長野高専の図書館は、広く一般の方に開放されています。館内での読書だけでなく、本を借りることもできます。
借りるためには利用証が必要です。詳しくは長野工業高等専門学校 学生課図書係（Tell 295-7005）にお問い合わせ
ください。

　注２ ）皆さん、知っていましたか？ ２階の図書コーナーに無くても南部図書館にある本なら、南部図書館に行かなくても
公民館事務所で申し込むだけで借りられます。（詳しくは若槻公民館にお問い合わせください）　　  （コミわか事務局）

「外来植物駆除研修会」を終えて
　７月３日（金）に、各区役員他関係者多数が参加し、長野県環
境保全研究所の大塚先生による長野県政出前講座「外来動植物
駆除研修会」を受講しました。
　アレチウリ等の外来植物の種類や駆除の方法、現地研修も行
われました。（自然環境部会）

支所発地域力向上支援金事業の
交付団体（４団体）が決定しました

つみくさ会	 67,000円
　　	一人暮らし高齢者等を対象とした会食ボランティア活動
を支援するため、会員の連帯感やモチベーション向上を
図るためのユニフォーム（エプロン、三角巾）を購入す
る事業。

三登山太鼓	 140,000円
　　	福祉施設や地域イベントなどからの要請に応える演奏活
動を支援するため、使用に耐えない響きの悪い太鼓を更
改する事業。

上野区	 170,000円
　　	区民の安全確保と防災意識の高揚を図る自主防災訓練の
実施を支援するため、訓練に使用するテントを購入する
事業。

三登山トレッキングコース愛護会	 123,000円
　　	利用者の利便性をはかり、さらに利用者の増加を図る活
動を支援するため、トレッキングコースからの景観を説
明する看板を設置する事業。

（若槻支所）

駒沢川で実地研修

アレチウリの芽


