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ぴっかり教室（全11回）
健康な暮らしに光を!

・・・知って安心これからの知恵・・・

第３回自然観察会

森の昆虫観察

第４回若槻自然遺産散歩会

昭和の森の活用状況視察

実施日時　7月 28日（土）
　　　　　午前 8時～ 11時 30分頃
実施場所　昭和の森公園
集合場所　フィットネスセンター前
集合時間　午前 8時
　参加は無料。詳細はコミわか広場 7月号をご覧く
ださい。

平成 30 年度の区長さんを紹介します。
①世帯数・人口
②区のセールスポイント又は目標
③人物寸評（副区長による）

檀田区長

小澤 忠章さん

① 466世帯、1,448 人

②人とひととの繋がりを大切にし、声掛け、

助け合い、支え合える安心・安全なまち

づくりを目指します。

③責任感が強く几帳面、温厚かつ行動力が

あり、IT 関係にも強く頼りになる方です。
（永原 学）

徳間区長

遠藤 賢一郎さん

① 1,069 世帯、2,762 人
②新たな宅地造成が進んでいる反面、旧来
の地域では高齢者夫婦、独居世帯が目
立ってきており、そこに生じる問題解決
に取り組みます。
③寡黙で誠実な人柄です。区の事業。案件
を一つ一つ確実にこなしています。

（渡邊 進）

田中区長

新保 修司さん

① 105世帯、301人

②「安全安心で明るい未来に向かう田中へ」

をスローガンに田中区民全体で頑張って

います。

③田中区の 10年先を見据えて具体的にプ

ランを提案する行動力のある人です。
（徳武 次郎）

上野区長

河原田 浩さん

① 1,120 世帯、3,100 人

②「住んでよかった上野区」の通り、区民

の日や出生祝い金の贈呈等ふれあい活動

を推進します。

③区民の声に誠心誠意耳を傾け、決断が早

く実行力のある方です。（丸山 憲太郎）

吉区長

宮澤 正夫さん

① 142世帯、422人

②少子高齢化が進む中で恵まれた環境を生

かし、生活しやすい地域の実現を目指す。

③広い吉区を常に見廻り、区民の皆様の声

を聴き、住み良い吉区を目指して考動す

る区長です。（森山 康幸）

上野ヶ丘区長

熊谷 繁松さん

① 57世帯

②高齢化の中、お互いに協力しあってやさ

しい・うるおいのある地域づくりをめざ

します。

③温厚篤実な方です。スポーツ多方面に力

を発揮されてこられたすばらしい方です。
（丸山 義雄）

稲田区長

市野 清文さん

① 2,325 世帯、5,843 人

②住民同士の交流を深め「安心・安全・支

えあい」の生き生きとした稲田を目指し

ます。

③今までの豊富な経験を活かし、稲田区の

ために常に動き回っている人。（新津 吉明）

若槻東条区長

市川 和男さん

① 893世帯、2,524 人

②「安心・安全・住んでよかった東条」の

スローガンのもと、笑顔溢れるまちづく

りを目指します。

③経験豊かで、どんな相談にものってくれ

る頼りになる区長です。（北原 昌司）

田子区長

原田 文治さん

① 78世帯、217人

②美し自然と歴史に恵まれた中で、安心安

全に暮らせる地域づくりを目指します。

③農業を熱心にやっており、いろいろな決

定を的確にする人です。（田中 進）

若槻団地自治会長

長田 久男さん

① 1,024 世帯、2,501 人
②高齢化に伴い、自治会活動の見直しによ
り誰もが出来る様な姿を目指したい。
③自ら積極的に動き、区民からの信頼も厚
く、実行力のある頼もしい人です。

（小河原 武弘）

東徳間自治会長

岡本 正一さん

① 207世帯、583人
②次世代を担う子供達に大きな期待と希望が
持てるよう明るく楽しい東徳間を築きたい。
③区民から大変信頼されており、催事委員
長、副区長を歴任され区の事を色々考え
てくれる区長です。（飯島 政利）

◆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

3 6月27日
（水）

「気軽に相談　これからの薬局活用術」
安心してお薬を飲んでいますか？
あなたの街の薬局・薬剤師がお答えします！
講師　もめんや薬局薬剤師　若槻三千代	先生

4 7月25日
（水）

「音楽療法」
歌ったり楽器を奏でたり、音楽を楽しみながら脳の活性
化を図りましょう。♪
講師　NPO法人長野音楽療法研究所　室川裕子	先生

　水分と汗拭きタオルのご準備をして、動きやすい服
装でご参加ください。
　教室は無料で、申し込みも不要です。また、一回の
みの参加でも結構です。
　大勢の皆様のご参加をお待ちしています。

共催　長野市地域包括支援センタ―　若槻ホーム
　　　健康部会

「血糖値を下げる運動講座」
のご案内
　加齢や肥満による糖尿病、その予備群といわ
れる人が増え続けている今、血糖値と運動の関
係を知り、日々の生活に取り入れられる運動を
探しましょう。

日　時　平成 30年 7月 6日（金）
　　　　午後 1時 30分～ 3時
場　所　若槻コミュニティセンター　体育館
内　容　①保健師講話（長野市国保特定健診結果から）
　　　　　理学療法士講話と実践
　　　　　	健康づくりのための身体活動・自宅

で気軽にできる血糖値を下げる運動
持ち物など
◎上履き（運動のできる物）をご持参ください。
◎	水分と汗ふきタオルのご準備をして、動きや
すい服装でご参加ください。

参加は無料で、特に申し込みも不要です。
（主催）健康部会
（後援）吉田保健センター

信州大学出前講座

　さまざまな災害が各地から報告されていますが、子供たちの
「災害対応」への取り組みは十分とはいえません。子供たちが通
うとともに、指定避難所になっている「学校」と「地域」の連
携をテーマに、本年度は若槻地区の防災事業を進めていきます。
　信州大学教授の講演会を企画いたしました。
　災害時にできることは限られます。学校や地域にどんなリス
クがあり、どう対処すべきか事前に知り備える必要がありま
す。地域と学校が普段から連携しなければ子供の命は守れませ
ん。東日本大震災の教訓を踏まえ、具体的な対策と連携につい
て防災管理、防災教育の点から解説していただきます
　受講は無料です。コミわか事務局まで電話で申し込みください。

日　時　7月 7日（土）午前 10時～ 11時 30分
場　所　若槻コミュニティセンター　体育館
内　容　信州大学出前講座
　　　　「学校は災害にどう備えるのか」～地域と学校の連携～
講　師　廣内大助	教授

チャレンジ！
　小中学生の皆さん、もう少しで夏休みとい
う時期に、今年もわかつきジュニア体験広場
を開催します。地域の大人との交流を深めな
がら、友達や親子で力を合わせて、いろいろ
な物を手作りチャレンジしてみよう！ 日　時　7月 15日（日）受付：午前 9時 10分

　　　　終わりの会：午前 11時 45分
場　所　若槻コミュニティセンター
対　象　幼児～中学生
　　　　（幼児～低学年は親子で参加してください）
参加費　無　料
申込み　	当日、先着順にて受け付けます（整理券を配ります）
体験内容
　	スーパーボール作り、むにゅむにゅ風船作り、フリー木工、
ステンドグラス作り、バルーンアート作り、割り箸あそび、
アクセサリー作りなど

（青少年部会）

自主防災会連絡協議会総会と
研修会を開催しました！

　5月12日（土）にコミュニティセンターにおいて、
若槻地区自主防災会連絡協議会の総会と研修会を行
いました。
　研修会では、「災害時の避難のありかた」と題し、
若槻分署の牧分署長に講演をいただきました。昨年
度、信濃町での経験を報告いただき、避難や避難所
における住民の様子や区長、職員の対応など、大変
参考になりました。
　また、若槻地区災害対応マニュアルの確認と、区
で行われている防災活動の事例発表があり、今年度
も災害対応力の向上を図るため、地区防災関係者の
連携を密にすることを誓いました。

（自主防災会連絡協議会）

予告
案内１

予告
案内２

「次回は100号!!」

コミュニティわかつきの
「第１号」お持ちですか？

　次回の 7月号で「コミわか広場」は第 100 号を
迎えます。当初は「コミュニティわかつき」として
発行しておりますが、どなたか第１号をお持ちの方、
第一報をいただけたらと思います。
　特徴はというと、黄色の用紙に黒字で印刷された
もので、表紙のデザインは今と大きく変わっており
ません。
　大げさな特集などは組みませんが、広報委員会と
しては当時の状況などがご報告できたらと考えてお
ります。（広報委員会）
連絡先　コミわか事務局
電　話　２６６－００３４

「子どもを守る！防災講演会」
のご案内

わかつきジュニア体験広場にあつまれ！

（自然観察会と同時開催）
実施日時　7月 28日（土）
　　　　　午前 8時～ 11時 30分頃
実施場所　昭和の森公園（若槻自然遺産№ 2）
集合場所　フィットネスセンター前
集合時間　午前 8時
　参加は無料。詳細はコミわか広場 7月号をご覧く
ださい。

（スーパーボール作りなど）

「若槻地区の公共施設について考える市民ワークショップ」への
参加者募集のお知らせ

　人口減少や少子高齢化に伴い、持続可能な行財政運
営を行っていくため、公共施設の量と質について、全
市的・総合的な視点による見直しが求められています。
　そこで、若槻地区の将来像にふさわしい市有施設の
あり方について、みんなで考える市民ワークショップ

を開催します。つ
きましては、ワー
クショップに参加
いただける参加者
を次のとおり募集
いたします。

応募人数　若槻地区にお住まいの方　35名程度
応募期間　平成30年6月15日（金）～7月10日（火）

　次の４回にとおして参加していただける方
第１回　	 9 月	 8 日（土）　午後 2時～ 4時
第２回　	 9 月	29 日（土）　午後 2時～ 4時
第３回　	10 月	20 日（土）　午後 2時～ 4時
第４回　	11 月	11 日（日）　午後 2時～ 4時

　応募用紙は、コミわかホームページ及び若槻支所の
ホームページに掲載してあります。必要事項をご記入
の上、コミわか事務局へご提出ください。


