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初期消火器具箱
新規 20ヵ所に
設置

第 10 号（１）

第 10 号

柳原地区には、消火栓が 88 ヵ所あります。
初期消火器具箱（既存 12 ヵ所）が新たに
20 ヵ所設置されました。
あなたの家の近くにある「消火栓」
「器具箱」
の位置を確認してみましょう。

◆防災組織の見直し
自主防災会を中心によりいっそう災害に対応できる組織をめざします。
◆安全安心マップ
各区から一時避難場所の記入された地図が集まってきました。安全・防災部会では、危険箇所などを
全体図に書き込み、一時避難場所が適切かどうかの確認をしています。

初期消火器具箱

新 年 祝 賀 式 平成 24 年１月１日㈷ 10:00
●柳原総合市民センター／大学習室
●申込締切／ 12 月 16 日㈮
参加を希望する方は、会費 1,000 円を添えて事務局へ申し込んでく
ださい。当日は、中俣区保存会による獅子舞で厄を払っていただきます。

柳原地区住民自治協議会だより

文化祭
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東部文化ホールを会場に参加した 13 グルー
プがいずれ劣らぬ舞台度胸でそれぞれすば
らしい演奏・演技で楽しませてくれました。
芸能の部

平成 23 年 12 月１日

幼稚園・保育園・児童館の子供たち、小・
中学生の作品・公民館の教室での作品等た
くさんの力作が並びました。来年はあなた
も出品しませんか ?
展示の部

既存の事業と新しい事業のコラボレーション 11/5 ㈯

ふれあい収穫祭＆福祉バザー
多くの住民の皆さまから日用品・農作物をたくさん提供していただきました。ありがとうございました。

＜法人の参加＞
社会福祉法人ながの障害者生
活支援協会「森のパン屋べジ
タ」
、社会福祉法人絆の会「信
州そば工房きずな」
、農事組合
法人「夢ファームこじま」のみ
なさんに参加いただきました。
＜企業の協力＞
◆ネッツトヨタ 柳原店さんか
ら募金 3 万円
◆株式会社マツヤさんから
商品 1,200 点の提供

つぶやき 今 年、 バ ザ ー や 収
穫祭を文化祭と同じ場所、同じ日に
開催したことで地区全体のお祭りに
なっていくといいのになぁと思いま
した。みなさん、いかがでしたか ?

福祉施設研修旅行

皆さまの心を届けました
11 月 9 日（水）の午後、今井会長と小山健康・福祉部会長が県庁
に東日本大地震支援県民本部内山二郎運営委員長をたずね、福祉バ
ザー・ふれあい収穫祭の売上金と募金の【総額 283,382 円】を『子
どもリフレッシュ
募金』にお渡しし
てきました。
皆さまのあたた
かな気持ちが一人
でも多くの子ども
たちの心と体を元
気にしてくれるこ
とを願って…。

11/7 ㈪・8 ㈫

社会福祉協議会、民生児童委員会、
福祉推進員会では、障
害者支援施設西駒郷
（駒ケ根市）と肢体不
自由児療養施設ねむの
木学園
（静岡県掛川市）
を見学してきました。

女子バレーボール大会

10/30（日）

柳原総合体育館にて地公連主催の女子バレーボール
大会が行われました。外は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、熱気に包まれま
した。迫力のスパイクに大きな歓声が上がり、失敗
してもチーム皆で励まし合う姿に
小島
ジーンとし、とてもさわやかさ 中俣 １位 布野
が残る大会でした。
２位

３位
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住民フォーラム 2011

「介護者のつどい｣ 参加者募集
介護をしていて、迷うことや不安になることはありませんか？
「介護者のつどい」は、介護者同士が集う場です。介護方法
や介護で困っていることを、一人で抱え込まずに、同じ悩みを
抱えている方・経験した方同士で交流し

第 10 号（３）
10/25（火）

若里市民ホールにて開催
区長会、安全・防災部会の役員が参加見学
第 1 部 5 地区の住民自治協議会の活動発表
第 2 部 防災講演会
「防災とは、自分の大切な人を守ることであり、
その大切な人を守るには、まずは隣近所のコ
ミュニケーションだ」という言葉が心に響きま
した。

育成会連絡協議 会

ていただける場です。
昼食を取りながら一息つきましょう。
日

時：平成 24 年３月 12 日（月）11:00 〜 13:00

場

所：柳原総合市民センター

大学習室

参加対象者：柳原在住で、介護でお悩みの方はどなたでも

11 ／５（土）
柳原小学校『夢パーク』に参加しまし
た。クイズラリーに 300 名以上の子
どもたちが集まってくれました。

戦没者追悼式

（在宅、介護度や障害の程度は問いません）
◆お申し込み・お問い合せは住民自治協議会事務局まで。
◆参加費は、無料です。
◆平成 24 年２月 29 日（水）までにご連絡ください。

少年育成委員会

11 ／３（祝）
戦没者のみたまの安らかならんことを祈って。

私たちこんなことをしています
柳原地区住民自治協議会で活動しているたくさんの団体について少しずつ紹介をしていきます。

少年育成委員会は、各地区から１～２名選出され、現在 7 名で活動しています。
活動内容は、青少年の健全育成を阻害する有害環境の浄化を目的とした巡回活動で、毎月１回柳原地区
内のコンビニ、ゲームセンターを巡回しています。
コンビニでは、成人向け雑誌の陳列方法が、条例に基づき適正に行われているか確認しています。成人
向け雑誌は、一般向け雑誌と区分して陳列されているか、中身が見えないように、ビニール袋やテープ止
めをされているかを確認しています。不備な点があれば店員の方に是正を依頼し、次の巡回の時に是正さ
れているか確認します。また、店の駐車場でたむろしている子供たちがいたときは、店員の方が声かけをし
てくださるようです。
ゲームセンターでは、子供だけで来店していないか、また何か問題が起きていないか、店内を巡回したり
店員の方に話を聞きます。巡回の時間帯は、小学生ぐらいの子供たちが多く遊んでいます。
ほとんどが親と一緒に来店しているようですが子供だけでコインゲームをやっているようなので、店員の
方に気をつけて見てくださいと依頼しています。
東北交番にも出向き、最近の子供たちの様子をお伺いしています。
交番の話では最近は、問題行動は起きていないとの事ですが、遊ぶ
場所が地元から、長野駅周辺に移ってきているのではないかとお話しさ
れていました。子供の成長とともに行動範囲が広くなってきているよう
です。親も子供の行動をしっかり把握する必要があると、お話しされて
いました。子供たちの状況を知って今後の活動に生かしたいと思います。

常任評議員会

半期を終えて事業の進捗状況と中間決算の確認を行いました。また、組織についての再編・
見直しも検討しています。12 月中に部会や団体は、来年度の事業・予算の計画を立てます。

柳原地区住民自治協議会だより
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植栽

10/30（日）

平成 23 年 12 月１日

ウオーキング大会

市民センターの空地につつじの

10/22（土）

参加者 150 名以上。

苗を 200 本植えました。
また、のび放題だっ
た低木の剪定と春咲
きの球根も植えまし
た。
多くのみなさんの
ご協力ありがとうご

雨に降られ、コースを短縮しました。

ざいました。

イベントカレンダー
月

と

12月
１月
２月
３月

き

イベント

ところ

備

23 日㈯ 13：30 〜 15：00 しめ縄づくり

柳原公民館大学習室

申 無料

21 日㈰ 10：00 〜

柳原公民館大学習室

申 ￥

新年祝賀式・祝賀の会

21 日㈯ 10：00 〜 12：00 親子で楽しむマジック教室 柳原公民館大学習室

申 無料

29 日㈭ 14：00 〜 16：00 福祉大会

申 無料

柳原公民館大学習室

考

車イス体験、高齢者擬似体験などを通して福祉について学んでみませんか ?
12 日㈪ 11：00 〜 13：00 介護者の集い
25 日㈰

柳原公民館大学習室

申 無料

9：30 〜 12：00 一斉ゴミ拾い
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

ホームページ開設にあたりボランティア募集 !! 住民自治協議会では、H24 年度４月にホームページを開設
します。ついては、開設 ･ 管理をしてくださる方をさがしています。事務局までご連絡ください。

◆指導員募集◆

◆事務局職員募集◆

住民自治協議会では事務局職員を募集しています。
平成 24 年４月から働ける方
住民自治活動に関心がある方
パソコンでワード・エクセルが出来る方
後日、
必要書類等を提出いただき面接を行います。
お問い合わせ：事務局 新井
編集後記

柳原児童センター・柳原子どもプラザでは、
保育時間の延長にともない指導員を募集します。
保育士、教員経験者 歓迎
子どもの好きな方 お待ちしています。
必要書類等を提出いただき面接を行います。
お問い合わせ：事務局 新井

今年もあと１か月を残すのみとなりました。みなさまにとってこの１年はどんな年でしたか ? 良い年だった方は来年がもっと
良い年であるよう、それなりだった方は良い年になるよう、あまり良くなかった方、来年は良い年にしましょう !

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

TEL217-2365 ９:00~16:30

◆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。

あ

