～いきいき

わがまち『やなぎはら』～

平成 25 年１月 20 日発行

第 15 号（１）

発行責任者 住民自治協議会 会長 坂本 邦夫

第 15 号

あけましておめでとうございます

平成 25 年１月 20 日発行

発行責任者 住民自治協議会 会長 坂本 邦夫

第 15 号

新年祝賀式・祝賀会（布野保存会）
今までは１月１日に実施していた新年祝賀式・祝賀の会を今年度は
１月６日に行うことになりました。誰もが参加しやすい日になり、にぎ
やかに祝賀会ができました。

あいさつ

会長

坂本邦夫

年頭にあたりうれしいお知らせを申し上げます。
・長野市の補助金で導入した無線機を防災訓練、運動会、ウ
オーキングなどの場面で活用でき、またその様子を、
『住
民フォーラム 2012』で発表しました。
・柳原住民自治協議会のホームページが日々更新され、地区
柳原のシンボルマーク「やなぎくん」が旗にな
外の方から「活発な活動の様子が見えて羨ましい」と言う りました。イベントなどで地区内外の方々に PR
していきたいです。
声を聞きます。みなさんもぜひご覧になってください。
最後に、みんなが元気で、明るく、楽しく暮らせる柳原、住んでよかったと思える柳原にするた
めにご協力くださいますようお願いいたします。

＊＊＊ 写真に見る柳原の今昔 ＊＊＊
みなさんに「昔の写真拝見させて下さい」とお願いしたところ、た
くさんの貴重な写真をお借りすることができました。その中でも多かっ
たのが柳原小学校の写真です。現在の児童館があるところに小学校
が建っていました。左の写真は校舎完成祝賀式を行っているところで
す。校門前の道にはお店が出るほどの賑わいぶりだったそうです。

明治42年
（1909年）
11月23日

新校舎完成

昭和52年4月

現在地に新校舎移設
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ごみ分別強化月間
市は10月をごみ分別強化月間とし、地区の集積所で職
員による巡回指導を行っている。10月２日に鷲澤長野市
長、小林環境部長が出席し巡回指導の発進式が行われた。
その後、集積所に出されたごみの分別状況を確認した。
一部に可燃ごみに紙が混入しているものがあり「ごみも
しっかり分別することにより資源として再利用できますの
で、
みなさんのご協力をお願いします。
」との指導があった。

平成24年度柳原地区運動会
10月7日㈰恒例の柳原地区運動会が開催されまし
た。当日は心地よい秋風の中、子供からお年寄りま
で多くの住民がグラウンドを駆け回りました。
地区対抗戦のメドレーリレー。2 人の子供を背負っ
て快走するお父さんの姿も見られました。アンカー
は女性の二人三脚、村山地区の猛追を振り切って布
野地区が僅差でゴールテープを切りました。
大玉送りは
大接戦。トーナメントを勝ち抜いた村山地区と小島地区
の決勝戦は同時到着で再戦の結果、村山地区が接戦を制
しました。
運動会の花形、最終種目の世代混合リレーは、健脚を
揃えた小島地区が他の地区を圧倒するレース展開で前年
に続き勝利。総合得点での低迷に一矢を報いました。
コンスタントに得点を重ねた布野地区をわずか１点差
で逃げ切り、村山地区が 2 年連続で優勝をしました。
休憩時間には長野市消防団柳原分団による小型ポンプ
操 法 が 披 露 さ れ、
機敏で正確な動
きに会場は盛大な
拍手が送られまし
た。新規の消防団
員も募集中です。

敬 老 会
敬老の日に東部文化ホールにて式典
が開催され110余名の方が参加されまし
た。アトラクションとして、柳原小学校
児童合唱団の合唱、東北中学校器楽合
奏、コカリナ演奏を聞き、最後のフルー
ト＆ピアノ演奏では、赤とんぼ・夕焼小
焼をみなさんで歌いました。その後、祝
宴に移り和気あいあいと楽しい時間を過
ごしました。また、来年度もお元気で再
会できますよう、お待ちしております。

世代間交流
今年度はじめての事業とし
て10月13日㈯に実 施された
世代間交流“大人も子どもも
一緒に遊ぼう”ではみんなで
フルーツバスケットをやった
り、おはじき、あやとりなど
をしました。最後に、３班に
分かれちぎり絵を制作し文化
祭に展示しました。世代を超
えたお友達づくりができまし
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ウオーキング大会

女子バレーボール大会

戦没者追悼式

10月20日㈯今年で４回目とな
るウオーキング大会が開催され、
100余名の方が参加されました。
柳原総合市民センターから村山
の中道を通り、長沼神社、西厳寺、
長沼城跡を通るコースを歩きま
した。当日は天気も良く気持ち
よくウ
オーキ
ングで
きまし
た。

10月28日㈰地公連の行事
である女子バレーボール大会
が開催されました。
外は時々雨も降り寒い日で
したが、体育館内は熱戦が繰
り広げられました。
お父さん、子供たちの声援
を受けながら、どのチームも
練習の成果を発揮し力を尽く
していました。
優 勝／小島
準優勝／村山
３ 位／布野

11月3日㈯14 時 か ら、 忠 魂
碑広場（中俣南公民館）にて、
柳原地区戦没者追悼式が執り行
われました。
少し風があ
り肌寒い天候
でしたが、御
遺族の皆様ほ
か関係者など
大勢の御参列をいただきました。
式典では、全員で戦没者の御霊
に黙とうを奉げ、献花して無事
に終了しました。

人権を考える住民の集い
今年度の人権を考える住民の集いは、11月25日㈰に５地区共同
開催で行い、国際理解をテーマに実施しました。全体研修会では、
長野県国際交流推進協会から講師奥津グレースさん（柳原在住）
に来ていただき、
「日本の文化に接して」と題する、講演があり大
変興味深く聞くことができました。また、倉島久美子さんを講師
に迎え同時に男女共同参画研修を行いました。地区別研修会後に
行われた交流会では、柳原在住の方から中国料理（山西水餃子）
・
フィリピン料理（ビーコ）
・きのこ汁を作っていただき、試食しな
がら国際理解を深めることができました。

しめ縄づくり
12月１日㈯にしめ縄づくりを開催しま
した。親子連れやおじいちゃん・おばあちゃ
ん約 34 名が参加し、講師３人の指導の下
に初心者
から上級
者までし
め縄（大根締め）を作りました。
「どう
してもできないよー」と小さな女の子
も泣きながら取り組んでいました。み
なさん真剣に楽しみながら自分だけの
お飾りを作ることができました。

ふれあい会食
12月4日㈫に柳原在
住の一人暮らしの高齢
者を対象にふれあい会
食会が開催され、30 名
の方が参加されました。
はじめに、保健師さん
から能力アップのため
の生活習慣についてお
話を聞き、会食会では、
カナリヤ合唱団の方々
の合唱を聞きました。

ご協力ありがとうございました
随 時
受付中
・献

・柳原ものづくり 前回の自治協だよりでお願いしたところ、たくさんの白紙（広告の裏
ボランティア が白い紙）が集まりました。随時集めています。
ベルマークは柳原小、東北中学校にそれぞれ（各校1,600点余り）贈
・ベルマーク
りました。

血 ７月・11月と２回実施しました。来年度もよろしくお願いいたします。
○７月受付者数 66名 実施者数 56名 ○11月受付者数 51名 実施者数 42名
・植 栽 10月28日㈰柳原総合市民センター内の植栽を行いました。当日はたくさんの方々に参
加により植栽だけでなく、剪定もできました。
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柳原地区文化祭

11/4㈯
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ふれあい収穫祭

展示の部では子どもさん達の作品から地区の
みなさんの力作が出品されました。特に「写真
に見る柳原の今昔」の前では昔の柳原地区の風
景、村の行事などの写真を、訪れた方々が懐か
しそうに見ていました。
芸能の部では太極拳、詩吟、フラダンス、日
本舞踊、大正琴、柳原小学校の合唱団など各種
団体による素晴らしい演技が披露されました。
ホールには満席に近いほどの人が入り、最後の
コカリナの演奏では会場のみなさんと全員で「ふ
るさと」を合唱して幕を閉じました。

ふれあい収穫祭では地区のみなさんから提供
された果実・野菜などの品物を販売しました。
会場では餅つきも行われ大勢の人でにぎわい
１時間ほどで完売しました。
天候にも恵まれ約700名の大勢の方に訪れて
いただきました。
ふれあい収穫祭ではたくさんのご協力あり
がとうございました。収益金・138,207円は
４ヶ所の福祉施設と栄村へ震災義援金として
寄付いたしました。

◆自治協だよりに広告を出してみませんか！
広報誌「自治協だより」
「いきいきわがまちやなぎはら」に掲載する広告を募集することになりました。
お気軽にお問い合わせください。広告代は当協議会の運営費として活用させていただきます。
・

編集後記

・

齢を重ねると時の経つのが早いというけれど‥…本当にあっという間に新しい年になった気がする。今年はどんな年にな
るのか？
・ ・
・ ・
・ ・
なるというのは、客観的すぎるか。なるのではなくするということか。けれど、したくてもできずになってしまうことの方が多い
気がする。やるのは自分。なるようになっていくことを受け入れることも大事。
あ

柳原地区住民自治協議会

長野市小島 804-5

柳原総合市民センター内 TEL・FAX217-2365

E-mail：yanagihara-jiti2365@drive.ocn.ne.jp

お気軽にお立ち寄りください。

