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私たちが、
変えます。
創ります。
協働参画社会。

第69号（平成28年2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/

　穏やかな新年を迎え１月３日（日）、コミわか（若槻地区住民自治協議会）
の新年祝賀会が「うわの公民館」で開催されました。
　主催者を代表して土屋コミわか会長の挨拶から始まり、８名の来賓者
を代表して、鈴木県議会議員、滝沢市議会議員のお二方から御祝辞を頂
戴しました。
　その後、若槻小学校児童を含めた３名の芳賀社中による箏曲演奏があ
り、新春らしい優雅な雰囲気が会場に漂いました。
　荒木前コミわか会長の乾杯の音頭で新年祝賀会が始まりました。
　あちらこちらで笑顔の交歓が見られ、祝宴はおおいに盛り上がり、時
間はあっという間に過ぎていきました。傳田市立公民館長の音頭で、参
加者125名の万歳の声が高らかに会場に響きわたり、粟野原区長部長の
閉会の辞で無事、お開きとなりました。　　　　　　　　　（公民館部会）
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おそろいのエプロンの
コミわか土曜朝市販売スタッフ

「コミわか」新年祝賀会の開催（報告）

なんでも福祉相談
3月の予定

【精神保健相談】
※健康相談をお受けします
●16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

日時　３月３日（木）　13：30～15：30くらい
場所　コミわかハウス
★布を切るだけの人、お手玉の中身を測るだけの人、ぜひお願いします！
※４月４日（月）は通常通りぞうきん縫いを行います。

Let's ボランティア
ぞろ目の会

　今回は会場をライフサポートりんどうのスローステップ
に移し、ほぼ初心者の参加者でミニプランターを作りまし
た。木工ボランティアの古川先生（穏やかな口調のほめ上手）
に教わり、口も手もフル稼働して可愛いプランターが完成！
季節の関係でサボテンではなく、別の植物を植えましたが
参加者の個性あふれる仕上がりに。終了後、「スローステッ
プを初めて知った」「また来年もやってね」などの感想があ
ちこちから聞こえてきま
した。今回は男女共学で
行いましたが、協力しあ
える講座でした。

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（渡辺・宮澤）　電話２９５－９５５０

ぞうきんぬい
ボランティア

出来上がった作品と一緒に

　着物を着るところまではできるけど、帯がネックで着ら
れない。そんな方お待たせしました！きもの部の部員によ
る「切らないつけ帯」講座を開催します。
　糸をほどけば元通りになる作り方ですから、大事な帯も
ご心配なく。これでより着物が身近になりますね。このつ
け帯で簡単に楽しいきものライフ、送りませんか。
日時　2月26日（金）　14:00 ～ 15:30（予定）
場所　コミュニティハウス
持物　帯　針（丈夫なもの）３・４本　裁縫道具　腰ひも１本
※�会場の都合上、先着５名となります。事前にお申し込み
ください。

いよいよサラリーマン卒業という方へ。
　これからは、若槻の中で過ごすことが多くなりますね。地域活動などを初めてみませんか。面倒くさいとお考えでしょうか？
踏み出してみてください。一番良いことは友達ができることです。
　コミわかでは、地域活動を担う人たちを常時募集しています。下の表はほんの一例。始めるキッカケにしてください。受講日誌 きもの部部員がお教えします！

作るのも着るのも簡単「切らないつけ帯」

★相談・登録は無料です。
婚活相談　予約・問い合わせは
（月・水・金 10:00 ～ 16:00）
担当　宮澤まで

Let's 地域活動 退職したらやっぱり地域
友達づくりに、やりがいづくりに、
そして地域貢献

活動の内容 活動周期等 その他

① コミわか土曜朝市の運営活動 年４、５回（２時間程度） 実費支給

②

各種福祉協力活動

・弁当配食（高齢者等への弁当配達） １回 30分、月２回程度 実費支給

・福祉移送（福祉自動車の運転） 日中はほぼ拘束される 規程による

・家事援助（庭の草取り、家事など） ２、３時間程度 規程による

・雑巾縫い 月１回

③
コミわか広報紙（コミわか広場）の編集、取材
活動

月 1回 年 2,000 円

④ コミわかホームページ維持、管理活動 月数回 別途

⑤
小学校での授業支援
例えば英語授業のアシスタント等

随時

⑥ 三登山トレッキングコースの整備活動 年に数回、登山道の整備 実費支給

⑦
土京川（上野と田中区の境を流れる）のホタル生
息区域の整備・維持活動

年に数回、川辺の草刈りや
ゴミ拾い、観賞路整備

実費支給

⑧ 地区内の市民農園の維持管理活動、利用者交流事業
年に３、４回
刈払い機での草刈りが中心

実費支給

＊実費とは交通費程度のことを指します
＊�参加周期はあくまで、本人の都合を優先しますので安心です。
＊�これ以外にも多くのボランティア活動のグループがあります。相談お待ちしています。

地域福祉ワーカー　宮澤由枝　２９５－９５５０ 保育園児とサツマイモの苗の植え付け

　新春の光輝く１月 11日（月）、若槻公民館をは
じめ市内７公民館合同の成人式がホクト文化ホー
ルで晴れやかに開催されました。中学校時代の友達
や恩師の先生と思い出を温め、会場のあちらこちら
で再会を喜び合う姿が多く見られました。若槻地区
の公民館部会長原田連蔵氏が開式の言葉を述べまし
た。式辞、新成人の誓いの言葉、祝辞、長野市歌の
斉唱等で終了しました。

　新成人の代表の方が、「トライアスロンから得たものとさらなる挑戦」
（男性）「自炊の生活を通して自立への自覚」（女性）を力強く発表しま
した。また、若槻地区の新成人の方から、「久しぶ
りに仲間に会えて嬉しい」「成人としての自覚を
持って行動したい」等の感想をお聞きしました。
　若槻地区の対象者 235 人（昨年 221 人）中、
参加者は 161 人。７公民館全体で対象者は 1145
人、参加者は 1056人（地域外を含む）でした。
　来年は市民芸術館で開催予定です。（若槻公民館）
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「更なる挑戦、自立への自覚」（成人式）

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・・・

申し込み不要。参加費無料。
今回のみの参加も大歓迎です。

◆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

11 2月24日（水）

冬のぴっかり教室は、運動不足解消がテーマ
「寒さに負けず、からだを動かそう！」

12月からの３回シリーズも今回が最終回。
みんなで一緒に運動しましょう。
講師：フィットネスライフ長野中央　健康運動士��森田さん
（運動の出来る服装でお出かけください。）

報告　第９回ぴっかり教室
　12月16日（水）のぴっかり教室は、フィットネスライフ長野中央の健康運動士森田さん
のご指導で、冬の運動不足解消をテーマに体操を行いました。
　教えていただいたのは、転倒予防や日常生活動作の維持と向上を目的にした運動。歩く
動作に必要な足の筋肉を鍛えたり、棚の上の物をスムーズに取れるように肩や腕を丁寧に
伸ばしたり、リズムに合わせ難しいステップを踏んだり。自分が行っている運動が日頃の
どんな動作の助けになるのか教えていただくことで、より真剣に取り組めました。
　教室後半では、歌謡曲まるまる１曲分に、いろいろな動きを取り入れたダンスのような体操もありました。苦戦しながら
も踊り（？）きった時には、心地良い疲労と楽しさで、参加された皆さんニコニコ笑顔でいらっしゃいました。
　「運動不足解消・寒さに負けず、身体を動かそう！」は３回シリーズです。2月24日（水）にも、森田さんのご指導で教室
があります。ぜひ、ご参加ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康部会）

☎まずはお電話ください。

日時　2月 27 日（土）19:00 ～
場所　若槻コミュニティセンター　三登山ホール
会費　１人 500 円（資料、郵送料・茶菓子代）
申込　2月 19 日（金）までに　第２ボランティア室
　　　宮澤・渡辺へお申し込みください。
　　　電　話　２９５－９５５０（平日 10:00 ～ 16:00）
　　　ＦＡＸ　２６６－００３４（24 時間対応）
★�婚活中の子どもさんをお持ちの親御さん対象。持参した書類・写真をもとに５
分ずつの情報交換を行います。
★定員は各 10 名程度（多数の場合抽選となります）

『親の婚活茶話会　第２弾』のお知らせ
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★今回はお手玉を作ります！
　材料はこちらに全部ありますから手ぶらでどうぞ。

１月13日（水）
ミニプランター作り

前回､

若槻地区外

からも多数

申し込み

あり！

書き損じはがき、お宅で眠っていませんか
　書き損じてしまった、印刷したけど余ってしまった年賀状はあ
りませんか。１枚きりで郵便局へ持っていくのも…、と思いまし
たらぜひご寄付ください。もちろん年賀状以外の書き損じはがき
でも結構です。いただいたはがきはボランティア室の運営に使わ
せていただきます。皆さまからのご寄付をお待ちしています。

つみくさ会
一人暮らし高齢者等への会
食ボランティア活動を支援

・エプロン、三角巾の購入

三登山太鼓
地域イベント等での太鼓
演奏活動を支援

・太鼓の購入

上野区
自主防災訓練等の区活動を
支援

・テントの購入

三登山トレッキングコース愛護会
トレッキングコース利用者の
利便性向上と利用促進を支援

・景観案内板の設置

支所発地域力向上支援金事業結果報告

コミわか事務局職員募集!!
　若槻地区住民自治協議会（コミわか）事務局職員を１名採用
することとします。
●8:30～17:15勤務で月15日勤務です。（勤務時間帯の変更は可能）
●給与は月給約10万円です。

●パソコン操作、ワード、エクセルができる方。60歳以下の方
応募締切　2月29日（月）。まずは電話でお問い合わせください。
　　　　　　　若槻地区住民自治協議会事務局

２６６－００３４（平日午前9時～17時）


