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昨年の大震災を契機に、みなさんが災害時の対応や家族・地域の絆について考えたことでしょう。
災害はいつ起こるかわからないという大きな不安があります。でも、ふだんから災害を想定し備
えることで、不安は小さくできます。さらに、みんなで災害について学び・考え、地域全体で防災・
減災に取り組むことでより安全で安心な柳原にしていくことが必要です。⃝まず、家族で話し合
いましょう ⃝隣近所でも話してみましょう ⃝水や食糧など最低限必要なものを備蓄しましょう

安全で安心な まちづくり
本日全戸配布しています！

柳原地区の防災組織の見直しと再編成
⇩
組織の役割（平時と災害時）と連携
⇩
災害にも対応できる安全な地域
⇩
みんなで助け合うまちづくり
⇩
明るく元気なやなぎはら

「やなぎはら安全・防災マップ」各ページの活用方法
●表紙（Ｐ１）
・各地区で指定する一時避難場所を記入しましょう。
●柳原地区全域マップ（Ｐ２・３）
・我が家から一時避難場所を経由して市指定避難場所まで
の経路を記入しましょう。一度、実際に歩いてみて、安
全で避難しやすい経路を２つ以上選びましょう。
●各区マップ（Ｐ４～ 12）
・各地区で指定する我が家の一時避難場所を確認しましょ
う。
・消火栓の位置を確認しましょう。特に地上式消火栓・器
具箱には消火するためのホースなどが設置されています。
・その他、凡例を見て施設などの場所を確認しましょう。
・災害時要援護者支援事業を進める際には、要援護者と避
難支援者の場所を記入しましょう。
●Ｐ 12 ～Ｐ 15
・１人分の非常用物品の目安や、地震・洪水・火災時の心得
がそれぞれ記載されています。日頃からよく読んで、い
ざというとき実行できるようにしましょう。
●裏表紙（Ｐ 16）
・災害時緊急の電話番号が記載されています。緊急連絡先
など空欄に記入しましょう。

★安全・防災部会苦労話★
「安全・防災マップ」の作成については、平成 22 年度から安全・防災部会の事業と
して計画されましたが、なかなか進みませんでした。ところが、昨年３月に発生した東
日本大震災などにより早急に進める必要性を感じ、昨年５月の会議を皮切りに何回も会
議を開催し、何回も校正を重ね、やっと今年２月に発行にいたりました。その間、区の
役員さんには一時避難場所の決定や高い塀の調査をお願いし、柳原支所には全般的な
指導をいただき、消防局柳原分署には消火栓の位置やマップの校閲をいただきました。
ご協力をいただき誠にありがとうございました。紙面をお借りし、お礼申し上げます。 安全・防災部会長 小林 誠
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新年祝賀式・祝賀の会

平成 24 年１月１日、輝かしい新年を迎えて「新年祝賀式・祝賀の会」が、柳原公民館で開催さ
れました。祝賀式は、参加者全員による「１月１日」を斉唱後、中俣神楽保存会の皆さんによる新
春初舞、中野清史市議会議員・もと子さんご夫婦によるフルート・ピアノデュオの新春初演奏にふ
さわしい華やかな雰囲気で始まり、今井用一会長による主催者挨拶、小坂憲次参議院議員、中野清
史市議会議員のご祝辞と続き、祝賀会では、なごやかな中に会話も弾み、皆さんが良い年になるこ
とを願い終了しました。

しめ縄づくり

12/３
（土）

柳原公民館、
大学習室にお
いて総勢 44 名
が 参 加し、し
め縄づくりが
行われました。
親子で一生
懸命作る姿がとても楽しそうで、印象的でした。きっ
と良い年が迎えられたことでしょう。ご指導いただい
た先生方、役員の皆様、お疲れ様でした。

ふれあい会食

12/６
（火）

一人暮らしの 65 歳以上を対象とした昼食会に、
23 名が参加くださいました。
小島在住の信濃家中蔵さんの落語。
福祉推進員さ
んが作ってくれ
た豚汁。
師走の一日を
なごやかに過ご
していただけま
したか？
血圧測定をしています

「柳原地区住民自治協議会」シンボルマーク募集！
平成 20 年５月に設立された当協議会も、はや４年を迎
えようとしています。来年度は、引き続き安全で安心なま
ちづくりを進めるため、
「柳原地区総合防災整備事業」を重
点事業として活動してまいります。
そこで、キャッチフレーズの「いきいき わがまち や
なぎはら」をイメージできる親しみやすいシンボルマーク
を広く一般から募集します。最優秀賞作品は、印刷物や旗
などのデザインとして使用します。奮ってご応募ください。
●応募資格 ◦問いません。お子さんや地区外の方でも応
募できます。
●応募規定
◦未発表のオリジナル作品とします。
◦作画は手書きまたは PC ソフト使用によるものとしま
す。色彩・技法は自由ですが、単色・拡大・縮小して
使用することも考慮してください。
◦手書きで作成の場合は、Ａ４判（210mm × 297mm）
の白紙用紙縦長とします。上部余白の中央に「上」
、裏
面に氏名を記載してください。
◦デジタルデータで作成の場合は、ファイル形式は GIF
または JPEG 形式とし、１作品５MB 以下とします。
●応募方法
◦持参、郵送、Ｅメールいずれの場合も、住所、氏名、年齢、
電話番号、Ｅメールアドレス及び応募作品の簡単な説

明を記入の上、応募先までご提出ください。
●応募締め切り ◦平成 24 年２月 29 日（水）
●各賞 ◦最優秀賞／１点（賞金３万円）
◦優秀賞／２点（賞金１万円）
●発表
◦審査会において作品の審査を行い、入賞作品を決定しま
す。審査結果は、入賞者に直接通知します。
●作品の活用等
◦応募作品は返却しません。
◦最優秀賞作品をシンボルマークとして使用するにあたり、
補正・修正を加えることがあります。
◦入賞作品の著作権、版権などの一切の権利は、柳原地区
住民自治協議会に帰属します。
◦応募作品の著作権などに関わる問題が発生した場合は、
すべて応募者の責任となります。
◦応募作品の個人情報については、作品の審査・発表の目
的以外に使用することはありません。
●応募・問い合わせ先
〒381-0017 長野市小島 804-5 柳原総合市民センター内
柳原地区住民自治協議会 シンボルマーク募集係
TEL：217-2365
Ｅメール：yanagihara-jiti2365@drive.ocn.ne.jp

平成 24 年２月１日
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少年警察ボランティア協会
『少年警察ボランティア協会』では、少年の非行防止と健全育成のため、公的機関と連携して定例街頭補
導・非行少年の早期発見補導・少年をとりまく有害環境の浄化・広報活動など多岐にわたる活動をしています。
すぐに結果は出にくいが不可決な活動といえます。
さらに、
学校と連携した少年非行防止対策やインターネッ
ト上の有害情報から少年を守る対策も推進し効果を上げています。
昨年度の２つの新しい取り組みを紹介します。
①ボランティア活動見本市（68 団体のボランティアグループがそれぞれの活動内容を紹介するイベントに
特別参加。３月 21 日（月）柳原総合市民センターで開催された）内容は、長野中央警察署の指導による、
掲示ポスター作り・会場ブースでの非行防止関係パンフレット配布・ユニークな手作り紙芝居の展示な
どを行いました。参加者からたくさん質問があり、盛況でした。
②「わが家のセーフティーリーダー」に柳原小学校を選定・6 年生 77 名全員に委嘱
〈
「わが家のセーフティーリーダー」とは、子どもの立場から地域の非行防止活動・防犯活動への参加を
促す施策で、学校・家庭および地域が一体となった少年の健全育成活動により、子ども自らの規範意識・
防犯意識の醸成を図ろうとする新しい取り組み。
〉
6 月 30 日
（木）
に、
柳原小学校において委嘱式が行われました。児童のみなさんの緊張した顔が印象に残っ
ています。長野中央署管内では、3 校（柳原小・安茂里小・大豆島小）で委嘱されました。
最後に、長野県少年警察ボランティア協会の横山裕行会長が長年の功績を称えられ、警視庁の「少年補
導栄誉金賞」を受賞されました。この栄誉に大きな拍手で花を添え、私たちも胸を張って活動していきたい
と思います。
少年警察ボランティア協会 柳原支部長 小坂 武範

育成会連絡協議会

私たちこんなことをしています

“育連協”
（いくれんきょう）の呼び名で親しまれている育成会連絡協議会は、住民自治協議会の教育・環
境部会に属し、地区育成会とともに青少年の健全育成に関する事業に取り組んでいます。
組織は、会長以下役員を中心に、単位育成会の役員が加わり、総勢 20 名を超えるメンバーでチームワー
クよく明るく元気に活動しています。
具体的には、春に行う育成指導者研修会、夏の少年少女球技大会、秋には柳原小学校 PTA が開催する“や
なぎはら夢パーク”への参加協力が中心的な事業として定着しています。
今年度行われた指導者研修会では、長野市教育委員会生涯学習課より講師を招き、子どもたちの現状や傾
向、地域のあり方などについて講演いただきました。また、他地区の育成会の現状を学ぼうと大豆島地区育
連協会長を招き、大豆島地区の現状や活動内容などをお話していただきました。参加した役員が研修会で得
た内容を各地区に持ち帰り、それぞれの育成会活動に生かしています。
恒例となった少年少女球技大会は、100 名を超える子どもたちが集い、男子はキックベースボール、女子
はドッジボールで、各地区の威信をかけ（笑）熱戦を繰り広げました。地区や学年を超えた子どもたちの繋
がりをいっそう強くするための大切な事業として位置づけています。
“やなぎはら夢パーク”への参加は 3 回目となりました。育連協として小学校の行事に積極的の参加する
ことで、地域の育成事業と学校教育の連携を図っています。
ご紹介したように、育連協は一年間を通して、地区の育成事業に精力的に取り組んでいます。今後も、地
域の皆さんのより一層のご支援をお願いします。
副会長 本戸 二二末

年末特別警戒実施 12/28 〜 30
12 月 28 日（水）中俣北公民館において、
長野市消防局長、中央警察署長、長野市消防団
（東部ブロック）副団長による巡視・激励が行
われ、消防柳原分団と自主防災会連絡協議会が
出席しました。
消防柳原分団には、4 つの班があります。消
防団の皆さんが、地域住民の安全確保のため、
それぞれの班ごとに 30（金）日までの 3 日間、
寒い中を地区内のパトロールをしました。

雪かき隊の取組み
柳原地区では、平成 18 年度から『雪かき隊』
が活動しています。一人暮らしの高齢者・障害
者宅の雪かきをするボランティアです。隊員は、
数名 1 組で１軒を担当しています。
現在、長野市内でこの活動を続けている地区
は柳原地区だけです。今後もこのような活動を
続け、地域の助け合いを活発にしたいと思いま
す。
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イベントカレンダー
月

と

２月
３月
４月
5月

き

イベント

ところ

29 日㈭ 14：00 〜 16：00 福祉大会（各種体験）

考

申 無料

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 介護者のつどい
25 日㈰
14 日㈯

柳原総合市民センター

申 無料

9：00 〜 12：00 一斉ゴミ拾い
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
〃

（懇親会）

〃

関係者（一般の方は傍聴可）
￥ 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

申 無料

26 日㈯

申 ￥ 未定

史跡めぐり
申

申し込みが必要です／ ￥

実費が必要です／ 案

いきいき
いきいき わがまち
わがまち 「やなぎはら」を築
「やなぎはら」を築
くため担い手の一員になってみませんか。
くため担い手の一員になってみませんか。
ふるってご応募ください。
ふるってご応募ください。
住民自治協議会 評議委員募集
柳原地区住民自治協議会は、
「住民相互の交流と親
睦を図り、福祉の向上と豊かで住みやすい安心で安
全な思いやりのあるまちづくり」のために住民のみ
なさんの参加の中で活動しています。
『評議委員会』
は、事業計画・予算等を審議し、事業を推進します。
評議委員会は、区役員や各種団体の代表者、公募に
より選任された委員によって構成されています。
★応募資格 柳原地区在住
平成 24 年 4 月 2 日現在 20 歳以上の方
★任
期 ２年
★募集人数 若干名
★応募方法 応募用紙に必要事項を記入し、住民自
治協議会事務局に提出。２月 15 日㈬
締切。＜用紙は、事務局にあります＞
★選考方法 書類・面接により決定
編集後記

柳原公民館大学習室

備

対象の方にはご案内を差し上げます

一斉ゴミ拾い ( 第４回）
３月 25 日（日）9：00 ～ 12：00
9：00 に柳原総合市民センターに集合
してください。
５つのコースに分かれて、地区内の
ゴミ拾いをします。たくさんの皆さんの
参加をお願いします。

柳原ファイヤーズの皆さんによる第 3 回活動風景

求む！ 「住自協だより」作成のボランティアをさがし
ています。
記事を書く・写真を撮る・編集するなどのお手伝
いをしてくださる方はいませんか？
ホームページの作成や管理のボランティアも募集
中です！パソコンができて熱意のある方。
（ホーム
ヘージ作成の経験はなくても OK です）

ホームページ開設の実行委員会を２回開きました。力強いボランティアの方々にたすけられ、思ったより早く開設で
きそうです。創っていく私たちもワクワクしています。
あ

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
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。

