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　平成 23 年度は、「安全・防災マップ」作成・配布や自主防災組織の再編成、地区総合防災訓練
のあり方の検討を始めました。平成 24 年度は、要援護者支援事業にも本格的に取り組んでいきま
す。8 月の総合防災訓練は、無線機を導入した訓練・要援護者の支援訓練・班別訓練を行う予定です。
また、防災に関する講座も予定しています。いつ起こるかわからない災害に対して、常に備えなけ
ればなりません。平成 24 年度以降も「もし災害が発生したら」を想定し、防災・減災に対する地
区全体での取り組みを構築し、住民のみなさんがより的確な行動がとれるようにしていきます。

『柳原地区総合防災整備事業』とは ?

　『柳原地区総合防災整備事業』の一環として、市の補助金を利用して
小型無線機の導入を計画しています。交信テストの結果、地区内での感
度は良好でした。５月の審査（プレゼン）を通れば、地区全体で 25 台
を購入します。

地 域 や る 気
支 援 補 助 金
　  申　請

ハイパワー無線機の導入を計画

　地域住民のみなさんが  『わがまちやなぎはら』  をよりいっそういきいきしたまちに
する活動に参加し、だれもがみんないきいき輝いている。
そんな『やなぎはら』をめざして・・・・・・

http://e-yanagihara.com

柳原地区住民自治協議会公式ホームページ
〈こんなラインアップです〉
●お知らせ：各部会からのお知らせ／事務局からのお知らせ●事務局通
信●「自治協議会だより」１号から最新号まで●「柳原散策マップ」柳原
の歴史も学べる●「安全・防災マップ」災害に備えましょう●「あんしん
便利帳」困ったとき役に立つ●ウェブリンク集：長野市／長野県／柳原小
学校／東北中学校／他地区住民自治協議会など　
　Twitter 長野のつぶやき……も
　たくさんのみなさんにアクセスいただき情報の輪を広げて、地域を活性化したいと思います。広
告を出したい方（地元企業）も募集しています。

携帯電話からもご覧いただけます
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○福祉推進員から、各地区の「お茶のみサロン」の様子が発表されました。より多くの方に参加し
　てもらうため、より楽しい時間を過ごしてもらうためにどの地区も工夫をしていることがわかり
　ました。
○車いす体験では、車いすを押す速さや段差のある所を押すことの難しさがわかりました。
○高齢者疑似体験では、思った以上に体が重く、動きにくくなることを体験しました。お年寄りは、
　日常生活のささいなことでも大変なのだと理解する手掛かりになりました。ちょっと手を支えて
　もらうだけで、歩くのが楽になることもわかりました。お年寄りに対してやさしい気持ちで接し
　たいと思いました。　　　
　いつまでも元気で動くためには、日頃から筋肉を動かし、体力をつけることが必要だと改めて感
　じました。介護する・される、両方を体験することによって、心と身体での理解がほんの少しで
　きた気がします。皆さんも一度は体験してみてはいかがですか？

　22 名の参加がありました。介護保険課から理
学療法士、保健センターと包括支援センターの
職員を迎え、『介護予防あれこれ講座』
①体をほぐす・痛みをとる運動
②腰の痛みを予防・緩和しよう
③介護・介助の方法について
　話を聞いて、実技指導を受けました。昼食を
はさみ、グループに分かれて茶話会。今回は、
傾聴ボランティアの方にも参加していただきま
した。ふだん介護をしている方だからこその視
点・共通の悩みなどを話すうちに今後の介護に
生かせる何かを見出すことができるなど、さま
ざまなやりとりの中で有意義な時間を過ごして
いただけたのではないでしょうか。参加者から

「話を聞いてもらえるだけでうれしい。」「こうい
う機会が、ほしかった。」の声。企画した役員も
やってよかったとうれしく感じました。平成 24
年度も、介護者のみなさんのお役にたてるよう
アンケート結果を参考にして『介護者のつどい』
を企画したいと思います。

介護者のつどい
　前半は、『マジック愛』会長の遠山愛子会長
のマジックショーでは、ロープのつなぎ目が
移動したり、帽子から鳥や卵が出たり、千円
札が五千円札になったり、間近で見るマジッ
クにくぎづけ。大きな拍手と歓声が上がりま
した。子どもたちは、後ろに行ってタネを見
ようとして「マジックは、後ろから見ちゃダ
メよ」と言われたり……。
　後半は、ロープやトランプの初級から中級
レベルのマジックに挑戦しました。お互いに
見せ合い、批評し合いました。こちらは、大
人の方が夢中 ( 笑 )。
　なんとか自分のものにしようという姿が見
えました。何度も練習して、みなさんとても
上手になっていきました。

子ども遊び大会 1/21（土）3/12（月）

福　祉　大　会 2/9（木）

車いす　乗ってみる　押してみる 高齢者疑似体験 福祉委員会の発表
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  柳原小と付属小の 80 名近い子どもたちが、毎日
「ただいまー。」と元気に帰ってくる。
  まだ幼さが残り、個人差の大きい１、２年生の子
どもたちが、遊びやけんかを通して人としてのルー
ルを学び、思いやりの心を育む。泥だらけになって
サッカーをしたり、一輪車の練習を必死にしたり、
職員も一緒になって遊びながら、ひとりひとりの心
と向き合う。いっぱい遊んで大きくなあれ !

  環境美化連合会は、常会選出の推進委員 31 人で構成され、推進会長を中心に環境美化にかかわる事業を行っ
ています。
○春と秋に行う「ゴミゼロ運動」。
○平成 23 年度は、「地球温暖化について」をテーマに出前講座を実施しました。平成 24 年度は、4月・7月に段ボー
　ルコンポストの講座を開きます。今後も皆さんに興味をもってもらえる講座を企画していきます。
○啓発看板を設置しました。（迷惑ワン・ポイ！捨てないで・まちをきれいに）
○各区での活動は、ゴミ集積所の整備、ゴミ搬出指導、廃棄物の不法投棄防止の運動、道路側溝などの清掃と
　指導があります。身近なところでは、ゴミカレンダーの必要枚数のまとめと配布も行っています。
　きれいなまち、気持ちよく暮らせる地域になるよう、住民の皆さんとともに活動していきたいと思います。

環境美化連合会

私 た ち こ ん な こと をし て い ま す

柳原児童センターについて
　柳原子どもプラザは平成 21 年に開設し、今年で
４年目を迎えます。施設長はじめ、指導員、代替指
導員７名で運営しています。
  毎日の活動として、体育館ではバスケットボール、
ドッチボールなどケガに注意しながら楽しく行って
います。グランドではサッカー、冬はソリ遊びが人
気です。ホールでは、宿題、読書、工作などをして
います。行事を通して学年、クラスを越えての仲間
作りにも取り組んでいます。

柳原子どもプラザについて

  文部科学省と厚生労働省の放課後対策事業の推進のため、各市町村において教育委員会が主導して、福祉
部局（長野市は長野市社会福祉協議会が指定管理者）と連携を図り、原則としてすべての小学校区で放課
後の子どもの安全で健やかな活動場所を確保し、総合的な放課後対策として実施する「放課後子どもプラン」
を平成 19 年度に創設された。
  当柳原小学校区は柳原小学校の教室増設をみて平成 21 年度から開設。
  対象は１～２年生は児童センター。３～４年生は子どもプラザで運営しています。

放課後子どもプランについて

　東北中学校ＰＴＡでは、毎年春と秋に“限られた資源を守り　ゴミの減量を目指す”
という目標を掲げ、地域の皆様方のご協力をいただき資源回収事業を行っております。
　この資源回収で集まりました貴重な資金は、子どもたちの各種活動費等の補助金、学校の各種備品の購入等
に使わせていただいております。
　平成 24 年度は、5 月 13 日、9 月 2 日の 2 回を予定しております。
回収品目は：○新聞紙・チラシ  ○雑誌  ○段ボール  ○布類  ○一升瓶・ビール瓶  ○アルミ缶となっております。
＊詳細は、後日生徒たちが柳原地区の皆様方のご家庭に各戸配布いたします。
　皆様方のご協力をお願い申し上げます。

東北中学校ＰＴＡ柳原支部

　小さな力もあつまれば、何かできる。何でもできる！
　エプソン・キヤノン・ブラザー 3 社の使用済みインクカートリッジ・トナーカートリッ
ジを事務局にお持ちください。ベルマークに換えて柳原小学校・東北中学校に届けます。
　ご家庭で集めたベルマークも学校に届けますので、お持ちください。

ベルマーク集めます≪事務局の取組み≫



　市民センターの空地にそばの種を蒔きます。「一面のそばの花」
きれいだと思いませんか？雑草対策も兼ねています。一石二鳥な
らぬ、一石三鳥をねらっています。
　収穫して、お蕎麦にして食べられたら最高！

　何か面白そうと思った方、いっしょにやってみませんか？5月の連休すぎに種を蒔きます。
　「そば」に詳しい方、ご連絡ください。
栽培について、製粉について、そば打ちについて、わたしたちは素人です。どなたか助けてください。

イベントカレンダー
柳原地区住民自治協議会だより　第 12 号（４）　 　平成 24 年４月１日　

住民自治協議会
長野市小島 804-5　 柳原総合市民センター内

TEL・FAX217-2365  ９:00~16:30

月 と　き イベント ところ 備　考

４月
14 日㈯

 15：00 〜 12：00 住民自治協議会評議委員会（総会）柳原公民館大学習室 関係者（一般の方は傍聴可）

　　　　　〃　　  （懇親会）            〃    1,000

21 日㈯ 10：00 〜 12：00 段ボールコンポストづくり（生ゴミ堆肥化） 柳原公民館大学習室 　 無料

５月 26 日㈯ 史跡めぐり 　　　未定

６月 24 日㈰  ８：00 〜 12：00

　　  ゲートボール 中俣ゲートボール場

　　  ソフトバレーボール 柳原社会体育館  

　　  ソフトボール 柳原小学校校庭

申　申し込みが必要です／ ￥　実費が必要です／ 案　対象の方にはご案内を差し上げます

申

編集後記 今年の桜は、例年より遅いと聞きました。
愛しい人が桜咲く季節に逝きました。桜の花は、美しいがゆえに悲しい風情が漂います。　　　　　　　　 あ

申 ￥

￥

E-mail：yanagihara-jiti2365@drive.ocn.ne.jp
◆問い合わせ・各種申し込みは、事務局へ　　　お気軽にお立ち寄り下さい。

球
技
大
会

そば

　住民自治協議会だより第 11 号で、柳原地区住民自治協議会のシンボルマーク募集のお知
らせをいたしました。応募総数（作品数）11 点。たくさんの応募ありがとうございました。
３月 16 日にシンボルマーク選考委員会を開催いたしました。選考結果の発表は、４月 14 日
の評議委員会で行います。

シンボルマークいよいよ決定！

平成24年度からは、「回覧」をなくし住民自治協議会からの「お知らせ」
として、毎月１回全戸配布していく予定です。

お  知  ら  せ


