
　若槻地区の北に連なる三登山・髻山は今、紅葉に着飾った木々に覆われています。
　中腹、裾野には何箇所かで清水が湧き、急峻な小川はいくつもの溜池によって一たび
蓄えられた後、麓の田畑に豊かな農作物を育てています。そんな恵みおおき自然の中で
時として心に響く光景が現れます。
　そんな人間と自然との出会いの瞬間をあなたの心に焼き付け、カメラに収めてみませ
んか。
　今回もそのような出会いを体験して頂きたいと願って計画しました。

実施日：10月31日（土）　8時 30分　若槻支所集合　小雨決行
　　　　乗合せで移動します　　
見学予定地：�髻山の観音清水、鬼岩トンネルと奇岩群、吉の溜池、水道道
　　　　　　路からの田子池と眺望、ヒメアオキ群生地　他
雨具、帽子、山道を歩ける履物でご参加ください。
多少長めの徒歩区間があり、終了を 13時ごろと予定しています。
飲みものとおやつ類をご持参ください。

参加申込：10月28日（木）までに TEL又は FAXでコミわか事務局まで
　　　　　TEL&FAX：266-0034

日　時　平成27年10月25日（日）
　　　　開演12時（時間にご注意を !!）　開場11時30分　終演15時30分
場　所　清泉女学院大学・短期大学　体育館
　　　　（スリッパなど上履き、履物入れ袋をご持参ください）
ゲスト　長野市芸術館開館記念プレイベント　音楽キャラバン２０１５
　　　　ファゴットとピアノデュオ
申　込　不要（入場無料）
お問い合わせ　コミわか事務局　Tel　266 ‐ 0034
演奏者・曲目
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私たちが、
変えます。
創ります。
協働参画社会。

第64号（平成27年10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

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
第4回自然観察会「星空観察会」 10月23日（金） 18時～ 花水木天文台（田中） 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 10月23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

“ふるさと若槻”ふれあいコンサート 10月25日（日） 12時～ 清泉女学院大学・短期大学 体育館 公民館部会
健康食講座 10月28日（水） 9時30分～13時 コミュニティセンター料理教室 市立公民館 健康部会
ぴっかり教室(食べることから健康に) 10月28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
第4回自然観察会「星空観察会」 10月30日（金） 18時～ 花水木天文台（田中） 自然環境部会
コミわか土曜朝市 10月31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8回若槻自然遺産候補見学会 10月31日（土） 8時30分～ 集合：若槻支所 自然環境部会
若槻りんごまつり 11月1日（日） 10時～13時 昭和の森公園 芝生広場 区長部
三登山・髻山トレッキング 11月1日（日） ８時～ 集合：コミュニティセンター駐車場 三登山トレッキングコース愛護会
コミわか土曜朝市 11月7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
若槻子ども文庫おはなし会 11月13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
ふれあいバザー 11月14日（土） 9時30分～11時 コミュニティセンター体育館 福祉部会

ファゴット　丸山佳織 ピアノ　坂原美菜

鬼岩奇岩群
…あなたには何に
見えますか。

　商店様・事業所様からの提供
品と、ご家庭からの日用品、衣
料品などを販売します。
　ご家庭の提供品につきまして
は11月9日～11月13日の午前中までに「コミわか事
務局」又は「福祉コーナー」へ直接お持ちください。
＊�農産物の販売はありません。
※買い物袋をご持参ください。

大勢の皆さまのご来場をお待ちしています。

日　時　11月14日（土）　9時30分～11時00分
場　所　若槻コミュニティセンター体育館

主催　若槻地区住民自治協議会
ふれあいバザー実行委員会

１ 国立長野高等専門学校アカペラ同好会 ◦崖の上のポニョ　他
２ 徳間小学校合唱団 ◦アンパンマンのマーチ　他
３ 若槻小学校合唱団 ◦風のあとから　他
４ 北部中学校合唱部 ◦ジブリメドレー　
５ 市立長野高等学校音楽部 ◦メイプルシロップ　他
６ ゲスト ◦ファゴット協奏曲イ短調より　◦オペラ「愛の妙薬」より　他
７ 国立長野高等専門学校邦楽部 ◦二面の箏と十七弦のための炎　他
８ 市立長野高等学校吹奏楽部 ◦ディズニーメドレー２　他
９ 徳間小学校金管バンド ◦ＶＳ、～知覚と快楽の螺旋～ドラマ「ガリレオ」　他

合同 ◦星に願いを
10 国立長野高等専門学校吹奏楽部 ◦パイレーツ・オブ・カリビアンメドレー　他

第５回 “ふるさと若槻”ふれあいコンサート開催

「若槻りんごまつり」に集まろう
若槻のりんごは“美味い”と評判です。
この美味い採れたてりんごをテーマに楽しいひと時を!!
◆日時：平成27年11月1日（日）午前10時スタート
　　　　※小雨決行

◆場所：昭和の森公園芝生広場（上野）

◆内容：誰でも参加できるイベントがたくさん

＊イベントの内容は現在予定されているもので、
　予告なく変更になることもあります。

しょうわ

だれ さんか

もりこうえん　しばふひろば

①清泉女学院大学ダンスサークル
②三登山太鼓演奏
③ひかり幼稚園マーチングバンド

観て聴いて楽しむ

主催：若槻地区住民自治協議会「コミュニティわかつき」
　　　若槻の農業振興のビジョンを考える会

屋台
焼りんご、アップルパイ、
わたあめ、ポップコーン、おでん、
コーヒー、おむすび

リンゴの直売
家庭用、贈答用
予約も承ります。
試食コーナーあり

参加型

共催：清泉女学院大学・短期大学 問合せは　コミわか事務局（266‐0034）まで

①みんなで歌おう…小学生、大学生、地域の大人
②宝探し…宝を探してお菓子をゲット
③一日遅れのハロウィーン…仮装して写メ、仮装
　して集まれ～、お化けカボチャで遊ぼう
④子どもクイズ大会…クイズに答えてお楽しみ
　りんごの名前当てや皮むき大会など…

なんでも福祉相談
11月の予定

【精神保健に関する相談】
※生活相談をお受けします
●18日（水）　13：00～16：00
●会場　コミュニティハウス
●ライフサポートりんどう職員

※�相談は無料で秘密は固く守られ
ます。
※�原則予約制です。あらかじめお電
話などでお申し込みください。
※�日程などが都合に合わない場合
はご相談ください。

今後の予定
　10月20日（火）
　11月11日（火）
　12月2日（水）

Let's ボランティア
ぞろ目の会

　お待たせしました !! 男子大楽がリニューアルし、園芸
大楽として帰ってきました。
　今回は男女共学です。ご参加お待ちしています。
時間…9:30 ～ 11:30　参加費…1,000 円　定員　20名
● 12月17日（木）
　気軽に飾れるミニ門松をつくろう！
　＜場所＞若槻コミュニティセンター三登山ホール
● 1月13日（水）
　春の花のために木製プランターカバーをつくろう！
　＜場所＞ライフサポートりんどう
　　　　　スローステップ
※２日間とも受講できる方に限ります
※締め切り　11月30日（月）

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（渡辺・宮澤）　電話２９５－９５５０

婚活相談の予約・問合せは
（月・水・金　10:00 ～ 16:00　宮澤まで）
　お電話をいただい時に相談の日時を調整いたします。ご希望の
日程をお伝えください。人生経験豊かな相談員が親身にお話を承
ります。
応援隊の活動
　♡出会いや結婚に関するお世話やアドバイス
　♡出会いに関するイベントの企画、実施
★�ご本人以外からのご相談もお受けします。
　（必ず本人の了解を得てください。）

６月に始まった応援隊、
登録者も増加中！
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ぞうきんぬいボランティア

洋ラン栽培教室(第２回)の
お知らせ

日　時　10月30日（金）
　　　　午後１時 30分～３時 30分
場　所　若槻コミュニティセンター
　　　　大会議室
講　師　粟野原�潤先生
内　容　秋以降の管理について
参加費　無料
持ち物　洋ラン・鋏（はさみ）（ある方）
（１回目参加者で、植え替えた方はその鉢をお持ち下さい。）

＊＊＊申し込み方法＊＊＊
受講を希望される方は10月23日（金）までに若槻公民館　電話
２９５-３３５５までお願いします。

大地の恵み・・水、岩、草木、眺望を求めて
第 8回若槻自然遺産候補見学会

水道道路から田子池を望む
…豊かな田園風景が広がっている。

若槻小学校に雑巾を届けました

　今年もまだあと少し残っていますが、色々な災害が発生
しましたね。被災された方の声で多いと感じたのが「長く
ここに住んでいるがこんなことは初めてだ」でした。自分
でもいつ何が起こっても不思議ではないという意識を持っ
て、避難場所はどこ？家族の安否はどう確かめる？などを
考えるようになりました。皆さんもこれを読まれてご家族
やご近所の方と話し合われてはいかがでしょう。気持ちの
上でも備えあれば憂いなし、です。（み）

ぞうきん縫い
ボランティア『ぞろ目の会』

　大勢の皆さんからご寄付いただい
たタオルで雑巾を縫っています。
　ご寄付下さった皆さん、ありがと
うございました。

写真はイメージです

ダイガク

なんちゃって

大楽
わかつき

受講者募集

「子ども科学体験教室　サイエンスショー」に行こう!!

対象：小中学生
日時：11月８日（日）　受付 9時
　　　開催 9時 30分～ 12時
会場：国立長野高専
講師：高専　古川教室
内容：科学実験（サイエンスショー）、
　　　科学おもちゃで遊ぼう

10月10日に開
催した「親

の婚活茶話会」
、おかげさ

まで盛大に終了
!!

※詳細は次月号
で。

◦◦◦速報◦◦
◦

　ぞろ目の会で毎月縫っている雑巾を、9月15日に、今回
は代表してライフサポートりんどうの皆さんが若槻小学校
へお届けしました。

みんな
来てね！

コミわかふれあいバザー


