
メロディーに合わせてマスコットが動く！
自分だけのオルゴール（２日かけて作成します）

12月 12日（火）・19日（火）
10:00～12:00
場所→ライフサポートりんどう
★参加費　1,000 円
★定　員　10 名
★締切り　11月 30日（木）

一日かけて本物の門松をつくるゾ！
12月 28日（木）9:30～16:00
場所→若槻コミュニティセンター体育館
★参加費　1尺（30㎝） 2,500円　2尺（60㎝） 3,000円
　　　　　3尺（90㎝） 4,000円　4尺（120㎝） 5,500円
　　　　　5尺（150㎝） 7,500円
★ 30 対まで（友人、家族、グループでの参加もOK）

★締切り　12月 21日（木）
※前半、後半だけの参加も大歓迎！
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私たちが、
変えます。
創ります。
協働参画社会。

第91号（平成29年11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 糟谷　英勝
◆事務局 TEL/FAX 266-0034  メール komiwaka@bj.wakwak.com  HP:URL:http：//www.komiwaka.com/

お母さんの何でもトーク
　子育て中のちょっとした心配
や悩みをおしゃべりしながら相
談してみませんか。
　主任児童委員があなたに寄り添いながらお話を聞
きます。新米ママさんも先輩ママさんも一緒に子ど
もを遊ばせながらあれこれおしゃべりしましょう。
　保育士さんや保健師さんが来る月や、七夕・クリ
スマスなどのイベント月もあります。お楽しみに！
　申し込みは不要です。お気軽にどうぞ。
♪と　き　毎月第４金曜日　10 時～ 12 時
♪ところ　若槻コミュニティセンター
　　　　　三登山ホール
※対象　未就園児とその保護者

（民生児童委員・福祉部会）

コ ミ わ か 広 場

（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

保育士さんと一緒に楽しくダンス！
（お母さんの何でもトーク）

紙芝居の向こう側ってどうなっているの？
（おはなし会）

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 宮澤（よ）・宮澤（た）

電話２９５－９５５０

見つけてしまいました！今年のカマキリの卵、
1.2 ｍの高さに！新しい雪かき買わなきゃって
怯えています。ぜひぜひ皆さんのカマキリの
卵情報も教えてくださいね。（よ）

行　　　事　　　名 月　　日 時　　間 場　　　　　　　所 関連部会等
若槻あいあい文化祭 11月17日（金）

11月18日（土）
17日：13時～16時30分
18日：8時30分～14時35分 コミュニティセンター 公民館部会

若槻公民館
コミわか土曜朝市 11月18日（土） 8時15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
ぴっかり教室
～身体と脳のトレーニング～ 11月22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

お母さんの何でもトーク 11月24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

第５回自然観察会「落ち葉を踏み
ながらバードウォッチング」 11月25日（土） 8時～11時 昭和の森公園

フィットネスセンター前 自然環境部会

コミわか土曜朝市（野沢菜祭り） 12月 2日（土） 8時15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 12月 8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

郷土の歴史講演会 12月 8日（金） 13時30分～15時30分 コミュニティセンター
大会議室

若槻公民館
若槻郷土史研究会

若槻子ども文庫　おはなし会
　当日遊びに来た子どもさんの様子を見て絵本を選びます。
選んだ絵本や紙芝居の読み聞かせで、楽しく絵本の世界へご
招待。読み聞かせの後の工作は、身近な材料で簡単に作れる
と大好評。大人も子どもも一緒に楽しめます。
　申し込みは不要です。お気軽にどうぞ。
♪と　き　毎月第２金曜日　10時30分～12時
♪ところ　若槻コミュニティセンター三登山ホール

（福祉部会）

問い合わせは　若槻第２ボランティア室（宮澤）
TEL ２９５－９５５０（平日午前10時～午後4時）
★対象：20代～40歳までの真剣に結婚を望む男女

登録者随時募集!!

＜月に１度の婚活相談日＞
毎月第３土日に開催
12月の相談日　16日（土）・17日（日）
時　間　午前10時～午後3時
　　　　（※時間外で希望の場合はご相談ください。）
場　所　若槻第２ボランティア室

Let'sボランティア

ぞろめの会
ぞうきんぬいボランティア

ダイガク

大楽
なんちゃって 作る楽しさ、出来上がった

感動を一緒に味わいましょう。
もちろん、男女共学です。
皆さまのご参加
おまちしてま～す！！

今後の予定
　12月12日（火）　1月11日（木）
　13時30分～15時30分くらい
　会　場　コミュニティハウス
　持　物　裁縫道具

子育て支援事業

　人生経験豊富な「コミわか 応援隊」の相談員が、
あなたの婚活を一緒に考えます。予約制ですので、あ
らかじめご連絡ください。（＊^ ｖ^＊）
　予約締め切り12月13日（水）
※ ご本人以外からのご相談もお受けいたします。
　（必ずご本人の了解を得てください。）

共催 ライフサポートりんどう

前
半

後
半

※天候の状態によって予告なく中止になる場合があります。
　あらかじめご了承ください。

○秋の種・苗交換会（10月11日（水）・12日（木））
　晴天の初日、雨模様の２日目、今回も大勢
の皆さんが集まりました。すると花好きの皆
さん、あちこちでおしゃべりの花も満開。
　「欲しいものリスト」の植物をお持ちくだ
さった皆さん、ありがとうございました。
　次回は春の交換会（５月）の予定です。手
ぶらの方もぜひのぞいて見てください。
春に引き続き、今回もライフサポートりん
どうさんから助っ人２名が来てくださいまし
た。搬入から参加者応対と本当にありがとう
ございました。

○鈴虫交換会
　子どもから大人まで、地区内外から延べ 30
人の来客がありました。
　今年は、可愛いちびっこ虫博士が色々と鈴
虫について語ってくれましたよ。
　交換にと、おうちの鈴虫を持ってきてくだ
さった方も例年より多く、鈴虫好きの皆さん
にお会いできた交換会でした。

『秋』花の種・苗交換会＆鈴虫交換会
盛況のうち終了しました！！ 歩いて見守るパトロール

　若槻・徳間・湯谷・浅川の各小学校に通う地区内の児
童が安全に安心して通学できるよう、下校時の児童と学
校からの通学路を一緒に歩く活動を、毎月第４水曜日（年
８回）に行っています。地味な活動ですが、防犯委員の
ほか、交通安全委員、福祉推進員、健康委員、各区の役
員（正副区長など）、民生児童委員、交通安全協会、少年警察ボランティア、育成会長、
校外指導部と、様々な立場の方々が参加する活動です。
　下校する子ども達と話したり、危険な行為を注意したり、子ども目線での危険な個
所の点検をしながら歩きます。
　活動に参加された方から、しんどい、運動不足を痛感した、といった声がありま
すが、これからも子ども達のために頑張って続けていきたいと思います。（防犯部会）

＜写真はイメージです＞

＜イラストはイメージです＞
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稲田1丁目

かつ源 若槻店
TEL.026-263-4129
住所／長野市徳間1-11-6
営業時間／11：00～15：00（ＬＯ14：30）

　　　　　17：00～21：00（ＬＯ20：30）

定休日／毎週月曜日

パートさ
んアルバイトさ

ん募集中!!お電話にてお問い合わせください。

かつ源500円

割引券※2,500円（税込）以上
　ご利用の場合

■会計時にこの割引券を切取ってご提出ください。
■他の割引券・クーポン券との併用はできません。
有効期限：2017年12月31日

キリトリキリトリ

コミわか91号
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大人気!!

長野徳間店長野徳間店

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

500円500円1ℓ1ℓ量り売り量り売り

エンジンオイル交換エンジンオイル交換
なんと！

SN/CF 5W-30 SL/CF 10W-30
輸入車 純正 エンジンオイル各種取り扱っております

例えば、ワゴンＲ・タント・N-BOX

オイルエレメント全車種在庫ございます

（税別）（税別）

整備士募集中整備士募集中

北陸信越運輸局長認証 整備工場

車の修理できます！車の修理できます！

格安車検
できます!
格安車検
できます!

ホイパラ
車検!!＋安心 安全

軽トラックから輸入車までお任せください

営業時間 10:00～19:00　定休日 火曜日

2017 NEW モデル
スタッドレスタイヤ

2017 NEW モデル
スタッドレスタイヤ

大好評!!すぐ交換！
交換工賃もサービス！

交換工賃込 2.5ℓ
（税別）（税別）

スタッドレスタイヤのディスカウントショップ　タイヤのプロがいるお店

安
い!!

安
い!!1,250円1,250円

一流タイヤメーカー 全メーカー取扱い
予約受付開始 !!

土・日・祝日も診察しています！

　　診療時間

  9：00～12：00

16：00～19：00
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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●

デリシア様●

イエローハット様●

コートダジュール様●

ユーパレット様●
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病気の早期発見
早期治療のために
定期的な健康診断を !!

ワンちゃん、ネコちゃんは人間に換算すると
1 年で 4 歳の年をとるとされています。
病気の早期発見のため、定期的な健康診断を
おすすめします。

ファミリーマート
若槻大通り店

ご予約
限定特典

12月10日（日）までに
「恋割」マークのケーキをご予約された
お客さまには、商品価格より300円引!
※数量限定となりますのでお早めに！

このマークが目印

▲

ファミマでしか買えないスペシャルコラボケーキファミマでしか買えないスペシャルコラボケーキ

ユーミンコラボケーキ
BENIコラボケーキ

若槻大通り徳間北バス停前  Tel. 026-252-5210

洋菓子店タンドレス
長野市若槻団地1-330  TEL 026-244-4801

クリスマスケーキ
早期ご予約承り中です。

TEL.026-259-2428
平
安
堂
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稲田1・2丁目

稲田1丁目
ワークマン様

駐車場８台分あります。住所／長野市稲田2-11-3
営業時間　平　日／11：30～14：00・18：00～21：30
　　　　　土日祝／11：00～15：00・17：00～21：30
定 休 日　第２月曜日・毎週火曜日（祝祭日の際は営業しております）

かつ蔵
定食（セットを除く）をご注文された方へ

カキフライ １コ（280円相当）をサービスします。
■季節メニューのため、カキがなくなり次第、終了となります。
■他のサービスとの併用はできません。
有効期限：2017年12月25日 コミわか91号

キリトリキリトリ

とんかつの店 カキフライ
１コサービス

数
量
限
定

広島県産カキ使用
カキフライ定食
産地直送のため、数に限りがあります。
売り切れの際はご容赦ください。

広島県廿日市市地御前から直送した

026-241-9887026-241-9887
ご予約は24時間受付中
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ダジュール様

平安堂様

SBC通り

若
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稲田1丁目

お仏壇のはなおか様

炭火焼やきとり

おかげさまで、１２月は繁忙が予想されます。

時給850円～がんばり次第でどんどんUP！
週１回ＯＫ、１日２時間から勤務可
ダブルワークＯＫ！日払い可
未経験者大歓迎♪高校生可
接客経験者ももちろん歓迎★
詳しくは採用担当まで　026-241-9887

アルバイト急募!

あなたのチカラ貸してください

宴会コースは
お一人様2,000円から

飲み放題も
あり

最大２８名様まで入れる
お座敷席もあります。

当店のメニュー・店内写真
各種クーポン・店舗詳細は

くいものやおおぜき
で検索SBC通り

檀田通り

イエロー

ハット様

デリシア様

セリア様

稲田一丁目

八十二銀行様

平安堂様
至善光寺

稲田一丁目を豊野方面に

看板が

目印です!!


