
　８月９日（日）、檀田地区センターで「戦中・戦後の体験談」・「資料展」を開催しました。信濃毎日新聞、市民新聞の取
材やテレビ局のカメラも入るなど、皆さんの関心も高く、他地区からの参加も含め 200 人余りの来場がありました。
　壇上に並んだ８名の戦争体験者に金子郷土史研究会会長が質問をする形式で発表をしてもらいました。
　ソ連参戦での逃避行、シベリア抑留、作戦変更で命拾い等々の戦争にまつわる話、子育て中だった女性に「食べ物の苦労は」
と質問したら「蚕さんが桑の葉を美味しそうに食べるので、口に入れてみたが、まずかった」とのユニークな答えが返る（一
同爆笑）など、様々な体験が聞けました。
　体験談の様子はＤＶＤに納めました。視聴をご希望の方は、コミわか事務局にご相談下さい。

　７月25日（土）に猛暑のなか 150 名の皆様のご参加をいただきました。
　第３部では、いきなり道化師（ピエロ）姿で登場した塚原先生（写真）が、観客を巻き込んだ「皿回し」の
パフォーマンスなど、多彩な演技を折りまぜながら、笑顔が人と人の信頼関係を築き、しあわせを招くことを、
ていねいに話していただきました。

第１部　第65回社会を明るくする運動
　　　　・小中学校の作文発表がありましたが、いずれも的を射ていて感心する内容、出来ばえでした。
　　　　・手話サークルの発表では、手話歌の手の動きに見入りました。
第２部　福祉部会協力団体のボランティアグループ活動発表
　　　　・配食サービス等の日頃のご苦労を改めて感じさせられました。
第３部　演題　「笑顔はひとをしあわせにする」講演会（前述）

　　　　講師　道化師　塚原成幸 先生（清泉女学院短期大学専任講師）
第４部　若槻地区人権尊重アピール
　　　　・最後に住民集会の趣旨を確認し、参加者全員で「若槻地区人権尊重アピール」を斉読して閉会しました。
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私たちが、
変えます。
創ります。
協働参画社会。

第63号（平成27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 土屋　良和
◆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

介護者の集い 9月17日（木）10時～14時30分 りんごの湯 福祉部会
若槻子ども文庫おはなし会 9月18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 9月19日（土） 8時30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
お母さんの何でもトーク 保育士さんと遊ぼう 9月25日（金） 10時～12時 コミュニティセンター三登山ホール 民協・福祉部会
ぴっかり教室（ヨガ風ストレッチ） 9月30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
コミわか土曜朝市 10月3日（土） 8時30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３回自然観察会「川の中の生き物ウォッチング」 10月4日（日） 9時～ 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17日（土） 8時30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

盛況だった若槻地区住民集会

H27年度 第４回自然観察会「星空観察会」川の中の世界をのぞいてみよう
第３回自然観察会「川の中の生き物ウオッチング」

日　　時：１回目：10月23日（金）　午後６時から
　　　　　２回目：10月30日（金）　午後６時から
会　　場：花水木天文台（田中）
集合場所：若槻支所に５時半集合（会場まで案内します）　
講　　師：上條補喜さん（東亜天文学会会員）
参加者募集：小中学生と保護者
募集人数：23日、30日　各日10組まで
参 加 費：無　料
申　　込：保護者名で希望日、同伴の子供の人数、地区名、

電話番号を明記し、10 月 15 日までに下記の
FAX 又は電話にてお申し込み下さい。

　　　　　コミわか事務局 TEL＆ FAX：266-0034
服装・持ち物
　　　　　☆ 夏の虫対策をしてください：長袖・長ズボン

等で肌の露出を少なく。
　　　　　　懐中電灯、虫よけ、かゆみどめ
　　　　　☆お持ちの方は星座盤を

主催：環境部・自然環境部会

花水木天文台での星空観察会

澄みわたった秋の夜空で
  星に願いを毎年ホタルが沢山舞って私たちを楽

しませてくれる土京川はどんな川？
ホタルがいるという事は他にもたく
さんの生き物が住んでいるという事。
さあ、土京川でホタルの仲間たちに
会いに行こう。

実施日：10月４日（日）　小雨決行
　　　　午前９時から（約２時間）
集合時間と場所：９時までに土京川のホタル観賞路（の広場）

　　　　　　　　においで下さい。
履物・服装・持ち物：長靴、川に入れる服装、タオル、
　　　　　　　　　ルーペ（虫眼鏡）、筆記具

　尚、小学校生以下は保護者と一緒にご参加ください
　準備の都合があるので、９月30日（水）までに、保護者名
で連絡先（電話番号）、参加者数と併せて電話またはファッ
クスにてコミわか事務局までお申し込み下さい。
申込先：コミわか事務局　TEL ＆ FAX：266-0034
　　　　E-mail：komiwaka@bj.wakwak.com

参加無料

ピエロ姿の
塚原先生の講演

終戦70年記念事業「戦中・戦後の体験談」・「資料展」 盛大に
共催　若槻地区住民自治協議会　若槻郷土史研究会　

　出征する兵士に送った「日の丸（寄せ
書き）」、虎の刺繍が施された腹巻（「千
人針」）（写真）から、当時の教科書、地図、
新聞記事（切り抜き）、戦地からの軍事
郵便、写真、軍服・靴、紙幣 /貨幣、勲
章等々、100点を超えるバラエティに富
んだ出品があり、皆、熱心にご覧になっ
ていました。貴重な品々をご出展頂いた
方々に、感謝申し上げます。▲寄せ書き入りの「日の丸」

▲虎の腹巻（「千人針」） 赤い糸で縫ったものですが、不鮮明なので、虎の輪郭を枠で示しました。

　７月25日（土）に昭和の森公園において、第２回自然観察会“森の生きもの
見つけ隊 !!”が開催されました。
　講師に内田和男先生をお迎えし、ご家族連れ等 20 名程の参加者とともに
昭和の森にすむ生き物を探しながら自然探索路を周遊しました。
　森の中には、綺麗な模様のチョウや、木の幹の樹液に集まる昆虫たちがた
くさんいました。子どもたちは虫とり網で一生懸命虫を追いかけたり、捕ま

えた虫と図鑑を見比べながらこれは何だろうと観察したりしました。カナブン、カマキリ、
カネチョロ、オニヤンマ、ホタルなど様々な生き物
を見つけることができ、子供たちも「いっぱい虫が
とれて楽しかった。」と言っていました。捕まえた
虫たちは最後に森に帰してあげましたよ。
　内田先生によりますと昭和の森には、50 種以上
のチョウがいるそうです。森にはまだまだたくさん
の発見があります。自然とたくさんふれあいながら
楽しい時間をご家族と過ごすのはいかがですか？

（自然環境部会）

第２回自然観察会
“森の生きもの見つけ隊”を
行いました

このケヤキのように母と子そろって元気
でいられますように。母子ケヤキの前で

この虫、なんて言うの？
どれどれ図鑑で見てみよう !

防災研修会を開催しました
　７月26日（日）、コミュニティセンターにおいて若槻地区防災研修会を実施しました。前半は、
信大の大塚勉教授による出前講座「信州の地質の特性と災害」を聴講しました。実際に起きた地震、
また長野市や若槻地区の地質・災害について分かりやすく解説いただきました。私たちの住んで
いる地域の様々なデータを確認し、複合的な観点で災害対応力の強化に取り組んでいきたいと感
じました。
　次に、学校の体育館が避難所になったことを想定し、その運営を図面上で模擬体験し課題を話
しあいました。実際の開設時には混乱も想定されますが、地域としてできる運営支援や対策を検
討していきたいと思います。

　７月26日（日）、防災研修会に先立ち、各自主防災会と若槻地区災害対策本部との情報伝達訓練を実施しました。
　災害時に、電話回線が不通となった状況を想定し、無線機を使って本部と各区との連絡をとりあいました。しかし、充分な
通信ができなかった区もあり、さらに検証を重ね、よりよい運用方法を検討していきたいと思います。

災害時の情報伝達訓練を実施しました
避難所模擬体験

長野市稲田1-34-8
若槻大通り 長電バス停徳間西正面
TEL.026-244-6165

全品半額（9/15火～10/31土）
全在庫品一掃ご愛顧セール中
こんなものがあります 特別節句関係

掛軸・絵画・額縁・床飾
花瓶・花台・ケース人形
博多人形・日本人形
そのほかいろいろ

鎧・兜・鯉幟・雛人形
羽子板・天神掛軸
結納品・祝儀用品
お盆用品…

何でも！

やまぐち園芸
造園・設計施工・お手入れ管理エクステリア工事・外構工事

有限
会社 長野県知事許可　第20711号

本社　〒381-0084　長野市大字若槻東条517-1
TEL:026（296）8267　FAX:026（296）8277
〒381-4103　長野市戸隠祖山5 1 6 1

生活に根付いた“自分たちらしさ”を表現する外空間

お庭造り、お手伝いします。
庭木１本から
お庭のつくりかえなど
トータルデザインまで
安心して任せて
いただけるサービスを
ご提案いたします。

長野
稲田店

長野市稲田2-56-26　TEL.026-251-6033　営業時間 /AM9:00～PM6:00

お仏壇と墓石の
かぎりなくその先 ブルーカード

加盟店です。

プレミアム商品券
お取り扱いしております

お彼岸セール開催中
販売期間：9月23日まで

不用品処分・ハウスクリーニング・庭木手入
私達「かいてきの木」は、
手入と片付けの専門家
として、地域の皆様に
快適を提供いたします。

0120（534）666
長野市若槻団地1-492

〈受付時間〉
月～土　8:00～18：00

A.G.W
農業産業機械販売修理

ワタナベ商会

幅広クローラーでしっかり走行！
５段階にブレード角度を調整！！
サイドカバー脱着機能付き！！！
※詳細は店頭でおたずねください。

大型小型農業機械の点検・修理、
お気軽にお電話ください。
出張修理も承ります。

住所：長野市田中1289-1

TEL：026-217-7244

KSG801

除雪機 ご予約承り中!!
スノーダンプに変わる新しい除雪スタイル。

長野市徳間3315

tel:026-219-2508予約優先

HP：http://nicohp.blog114.fc2.com/
E-mail:nicotokuma2@docomo.ne.jp

癒し処　
〈営業時間〉平日・土曜日:10:00～19:30
　　　　　日曜日・祝日:10:00～18:00
〈定 休 日〉水曜日・木曜日

お疲れに合わせた施術を提供致します！お疲れに合わせた施術を提供致します！

こちらの「コミわか９月号」を
お店にお持ちいただくと

かかとケア（足浴付）
通
常1,500円 500円
※通常メニューとセットに限る(単品不可)
※予約時にお申し付け下さい
＜有効期間＞9月18日（金）～25日（金）まで

辛い場所を　　　　と！解していきます！しっかり

メニューのご紹介
◇肩こりには…　背中のオイル 　20分 2,200円
　　　　　　　　経絡のテラピー 20分 2,200円 
◇腰痛には…　おしりのテラピー 20分 2,200円
◇トータルケアには…　指圧ケア 30分 3,500円
　　　　　　　　　→30分のみ初回500円オフ

Nicoならではの　　　を是非お試し下さい！手  業

N

通行止

徳間店

kitchenキッチン

Tel.080-7838-8488

お持ち帰りメニューのご紹介

お持ち帰りコッペパンサンド

お好み焼き

お電話でご注文いただければお作りしておきます。
売り切れ次第終了となります。

18名様までのお座敷がございます。

ママ会や会合などご相談下さい。

お時間もご相談ください。

営業時間：11：00～20：30
定休日：火曜日

長
野
日
産
様

し
ま
む
ら
様

若
槻
大
通
り

長野市役所
若槻支所

kitchen
キッチン

ひまわり

至若槻
団地

本場長崎ちゃんぽん＆
皿うどん

１グループ3,000円以上
お食事をされたお客様は
お会計総額より

500円引き
有効期限：9/15火～10/18日
こちらの「コミわか９月号」を
お会計時にお持ちください。

690円
500円～

180円～

お子様とご一緒に
ママ会ランチ、
ゆっくりとお座敷で
いかがですか。

お子様とご一緒に
ママ会ランチ、
ゆっくりとお座敷で
いかがですか。

はろはろベーカリー
営業時間／火曜～金曜　10：30～18：00
　　　　　土曜　　　　 7：00～13：00
休　　日／日曜・月曜・祝日

営業時間／火曜～金曜　10：30～18：00
　　　　　土曜　　　　　7：00～13：00
休　　日／日曜・月曜・祝日

セブン
イレブン

ラーメン大学 はろはろ電柱看板

上野
中央公園

はろはろベーカリー
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東長野病院北営業、再開しました

長野市上野３丁目２４２
TEL&FAX 026-296-8786
HP http://sun.gmobb.jp/haroharopan/index.html

長野市上野３丁目２４２
TEL&FAX 026-296-8786
HP http://sun.gmobb.jp/haroharopan/index.html

　　診療時間

  9：00～12：00

16：00～19：00

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

●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●

マツヤ様●

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

フィラリアの
予防はおすみ
ですか？
フィラリア検査を
行っております。
お気軽にご相談
ください。

土・日・祝日も診察しています！

ワンちゃん、ネコちゃん
かゆがっていませんか？
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。

9/22（火）は臨時休診日となります。

長野徳間店長野徳間店ホイールパラダイスホイールパラダイス

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

定 休 日 / 火曜日
営業時間 / 10：00～19：00
定 休 日 / 火曜日
営業時間 / 10：00～19：001,600円

より

スタッドレスタイヤご予約承り中 !
タイヤチェック
サービス実施中〈オイル交換〉〈オイル交換〉

ガソリン車  1台ガソリン車  1台

 仮店舗営業中!! 　　
10月末リニューアルオープン予定
 仮店舗営業中!! 　　

10月末リニューアルオープン予定
（旧店舗隣り）


