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（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

　5月 12日（土）に、若槻東条の蚊里田八幡宮・相撲場において、「若槻子ど
も相撲大会」が開催されました。若槻地区の小学生たちの交流を目的に始めら
れた子ども相撲大会も今年で 9回目となりました。事前申込みから、当日の飛
び入り参加も含め、101名が熱い戦いを繰り広げました。取り組みの途中、大
きめな地震があり少し心配しましたが、子どもたちは動ずることなく、大勢の
観客が見守るなか、数々の手に汗握る大一番が繰り広げられました。来年度も
計画しますので大勢の豆力士の参加を是非お待ちしています !!　（青少年部会）

■試合結果■（姓：漢字、名：かなで表記）
小学生１・２年男子の部
　優　勝	 海野　おうり	 （若槻東条）
　準優勝	 和田　かずま	 （若槻団地）
　３　位	 越　　いずほ	 （田子）
小学生１・２年女子の部
　優　勝	 千村　ふう	 （田子）
　準優勝	 中澤　つむぎ	 （若槻東条）
　３　位	 滝澤　いちか	 （田子）
小学生３・４年男子の部
　優　勝	 川上　こうせい	 （稲田）
　準優勝	 縄田　こうだい	 （若槻東条）
　３　位	 安井　りひと	 （若槻東条）
小学生３・４年女子の部
　優　勝	 佐藤　かりん	 （若槻東条）
　準優勝	 古平　ゆい	 （若槻団地）
　３　位	 柄澤　しほ	 （若槻団地）
小学生５・６年男子の部
　優　勝	 金子　はやと	 （徳間）
　準優勝	 鈴木　はると	 （徳間）
　３　位	 金子　けんと	 （稲田）
小学生５・６年女子の部
　優　勝	 神林　みき	 （若槻東条）
　準優勝	 宮川　ももか	 （上野）
　３　位	 金子　なつみ	 （徳間）

行　　　事　　　名 月　　日 時　　間 場　　　　　　　所 関連部会等
男性の料理教室 そばうち体験教室 6月20日（水） 9時30分～ コミュニティセンター 料理教室 健康部会
お母さんの何でもトーク

（保育士さんと遊ぼう） 6月22日（金） 10時～12時 コミュニティセンター 三登山ホール 民児協・福祉部会
ぴっかり教室
～これからの薬局活用術～ 6月27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

ホタルウィーク 6月30日（土）
～7月8日（日）

19時30分～
20時45分 土京川ホタル観賞路 自然環境部会

ながの健やかプラン21
～血糖値を下げる運動講座 7月 6日（金） 13時30分～ コミュニティセンター 体育館 健康部会
子どもを守る！防災講演会 7月 7日（土） 10時～11時30分 コミュニティセンター 体育館 防災部会
若槻子ども文庫おはなし会 7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
若槻ジュニア体験広場 7月15日（日） 9時10分～

11時45分 コミュニティセンター 青少年部会

※コミわか行事等で撮影した写真は、コミわか広報活動に使う場合があります。

第９回若槻子ども相撲大会が
開催されました

　今年も「コミわか土曜朝市」を 7月 21日の“土曜日”から開店します。　
　軽トラやテントでの地元産農産物類の販売が主ですが，お豆腐、お味噌、お菓子、お蕎麦などの
お店も出ています。またお茶のみコーナーもありますので、買い物の合間にお立ち寄り下さい。近
所お誘いあわせてのおこしをお待ちしております。
　今年も貯まると商品がもらえるポイントカードを続けますし、お盆のお花市のほか、10月の新米
祭り、11月のふじ祭り、12月の野沢菜祭りと、季節に応じた様々なイベントも計画しております。
　当面の開催は、8月 4日、8月 11日（お花市）、8月 18日です。
　尚、今年は9月から毎週開催をとの話も出ており検
討を進めております。詳細は次回号でご報告致します。

開店日…7月 21日～ 12月 1日の奇数週の土曜日（雨天の場合は翌日曜日に延期）
時　間…午前 8時 15分～　概ね 1時間
場　所…若槻大通りのファミリ―マート様の駐車場
※	農産物などを出店したい方、スタッフとして参加したい方は
　「コミわか事務局　266-0034 コミわか土曜朝市の会」まで
　お問い合わせください。

今年も盛大に

を始めます!

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

問い合わせ先　若槻第２ボランティア室　宮澤（た）
TEL２９５－９５５０（月・火・水	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

♪まずはお問い合わせを♪

７月の相談日　21日（土）・22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

ぞうきんぬいボランティア

　ぞろ目の会今後の予定
7月17日（火）・8月8日（水）　

時　間　13時30分～15時30分頃まで
会　場　コミュニティハウス
持　物　裁縫道具
※	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。

ぞろめの会

最初の

一歩と
して＜月に１度の婚活相談日＞
毎月第３土日に開催 　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　7月18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。）

　今年の新しい 18冊の本の第２回目のご紹介です。

◇はつてんじん
◇たべたのだあれ
◇かくしたのだあれ
◇おいしそうなしろくま
◇くろねこさんしろねこさん
◇うんこしりとり
◇１４ひきのあさごはん

若槻こども文庫

　ホタルの保護と環境保全の大切さを地域住民の方に理解し
ていただくための観賞会を行っています。

●観賞期間　6月 30日（土）～ 7月 8日（日）
　　　　　　午後 7時 30分～ 8時 45分
●実施場所　土京川の指定観賞路
●期 間 中　観賞会スタイルで実施。来場者記名
　　　　　　	観賞路内では主催側の指示に従って観賞してい

ただきます。

主催　環境部	自然環境部会・ホタルウイーク実行委員会

観賞会プログラム
観賞期間　6月 30日（土）から 7月 8日までの毎日
受付場所　観賞路入り口：現地本部前
受付時間　午後 7時～ 7時 20分
観賞場所　土京川河川敷特設会場跡及びホタル観賞路
進　　行　7時 20分～ 7時 30分
　　　　　　・ホタル観賞のマナー
　　　　　　・土京川のホタル
　　　　　7 時 30分～
　　　　　　・ホタルガイドが案内します。
　　　　　以後～ 8時 45分
　　　　　　・ホタルをご鑑賞いただきます。
　　　　　8 時 45分
　　　　　　・観賞路奥から「退場」の案内をします。
　　　　　9 時
　　　　　　・閉鎖しますのでそれまでに観賞路から
　　　　　　　退場していただきます。

ほたる観賞路マップ
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①仮設駐車場

キッズイベントホタルウイーク特別企画
若槻地域の将来を担う子どものためのホタル学習の場
を用意しています。ご家族でご参加下さい。

日　時　7月 1日（日）午後 1時 30分～ 4時　受付 1時から
会　場　うわの公民館　2階
内　容　ホタルの話…	ホタルはなぜひかる？光らないホタルもいるの？
　　　　ホタルかご作り…指導：長野ホタルの会	他
募集定員　小中学生と保護者　20組　申し込み先着順
持ち物　ハサミ、カッターナイフ、セロハンテープ
参加費　無　料
申込み　コミわか事務局　TEL/FAX：266-0034
　尚、定員になり次第締め切ります。夜は子どものための観察会があります。

　ホタルウイーク期間中、来場のお子さんに「ホタルさんへのお手紙」下さ
いのお願いをします。観賞からお帰りの際、出口で係の者が「お手紙用紙」
をお渡しします。詳細はそれをご覧ください。
　子どもさんがホタルを見た感想をお寄せくださるよう親御さんのご協力を
お願いします。

H30年 ホタルウイーク in 土京川

主催　環境部	自然環境部会
協力　ほたるサポーターズクラブ

第3回自然遺産散歩会 若槻の「宝石」ホタルに会いに土京川へ
　今年も 6月末から 7月上旬の 9日間土京川でホタルウイー
クが実施されます。
　若槻自然遺産の第 1番に紹介された土京川とホタルは夜空
にきらめく「若槻の宝石」です。
　7月 6日（金）の観賞会は「若槻自然遺産散歩会」として
実施します
　なぜ土京川のホタルが「若槻自然遺産」と称されるのか、
若槻でのホタルの取組・経過や土京川の特徴などを紹介しな
がら、宝石の輝きを堪能していただきます。

日　　時　7月 6日（金）　午後 7時 30分～ 8時 45分
集合時間　午後 7時 20分までに
集合場所　土京川観賞路入り口（実行委員会現地本部前）
※	受付後、10 分ほどの事前説明を行い、19 時 30 分ガイドが
先導して観賞路に誘導します。
※事前申し込みは不要です。
※	参加者には先着 50名様限定で「若槻自然遺産ガイドマップ」
を差し上げます。但しご家族様は 1家で 1部とさせていただ
きます。

春の「花の種・苗の交換会」
　5月 9日（水）・10日（木）に開催できました。
　あいにくの雨降りでしたが、大勢の方々においで
いただき、大盛況でした。
　昔懐かしいだるま草や、雪の下でも育つ多肉植物、
秋には赤く色づくほうき草（コキア）等々、紹介仕
切れないほどの種・苗が並びました。ご提供いただ
いた方、本当にありがとうございました。
　また秋、10 月に予定しています。種・苗のある
方、育ててみたいと考えている方、大歓迎です。是非、
のぞいて下さい。
　そして、・チューリップの球根・テッセン・トゥルー
ラベンダーのご提供をお願いします。

　団　　体　	地区や団体等でまとまっておいでになる場合は事前に
ご相談ください。

　　　　　　	案内者（ホタルガイド）を紹介することが出来ます。
　アクセス　	長野電鉄バス東長野病院行又は牟礼・吉村行　中央公

園（上野）バス停下車北へ徒歩 3分
　駐 車 場　	期間中の指定時間に限り使用可。利用の際は現地で係

の指示に従って下さい。収容台数に限りがあります。
できるだけ公共交通機関でお越しください。

　　　　　　	尚、指定駐車場（仮設）以外での駐車はしないでくだ
さい。特に近隣の企業営業所、商店、コンビニエンス
ストア等の駐車場には駐車しないこと。また周辺は路
上停車・駐車禁止帯です。

　観 賞 路　	観賞路を含め一帯は私有地です。期間外及び時間外の立
ち入りはご遠慮ください。

　　　　　　	期間中、観賞時間帯では犬を連れての入場は、ご遠慮
ください。ホタル保護、環境保全のためご協力ください。

ホタルの話とホタルかご作り
子どものためのホタル観察会
第2回自然観察会

「ホタルさんへの手紙」をくださいホタル作文募集

日　　時　7月 1日（日）
　　　　　午後 7時 20分から
　　　　　8時 30分ごろまで
集合時間　午後 7時 20分まで
集合場所　	観賞路入り口実行委員会本部前で

受付します。
観賞場所　土京川ホタル観賞路
※	ホタルかご作りに参加した方は、ホタル
かごを持ってお集まりください。ホタル
ガイドが案内します。
　事前申し込み不要


