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＊＊＊　写真に見る柳原の今昔　＊＊＊
北八幡川での四っ出漁 信州の初夏の風物詩投網

千曲川と北八幡川の合流地点で四っ出漁
が盛んに行われていた。

つけ場とはハヤ（うぐい）の産卵場で、ハヤの種付場とも
言う。投網の名人は重さ12kgを広げるまで10年はかかる。

〜県北部地震の教訓〜
地震はひとごとじゃない！

　去る11月22日22時08分頃に、白馬村を震源として発生したＭ
６.７、最大震度６弱の地震は、住民の多くが眠りに就こうとした
矢先に突然襲ってきました。私たちは、ただその場に立ちすくむだ
けで、何も出来ずに地震の治まるのを待つだけではなかったでしょ
うか。
　柳原地区自主防災会では、深夜にもかかわらず各地区の区長さん方は柳原支所に集合し協議しましたが、
地区内では特に大きな被害報告がなかったとのことで、翌日早朝に再度集合し対応策を話し合いました。
　その後の対応は、常会長を通して隣組長の協力を得て、各戸の安否確認と被災状況の把握に廻ってもらう
ことでした。併せて民生委員さんも一人住まいの高齢者宅を訪問し安否確認をしていただきました。
　その結果、人的被害はなく、神社や家屋のぐし瓦の崩れや、石灯籠の倒壊など数か所での被害報告があり
ました。今回はこの程度で済みましたが、今後大きな地震に見舞われるかは、予想がつきません。その時に
備えて地区総合防災訓練や自主防災訓練等には積極的に参加し、家庭内では、家具の倒壊防止対策やしっか
り防災グッズを揃えておきましょう。また、普段から隣近所の皆さんとの交流を深めておきましょう。

昭和30年代 昭和63年４月

非常時に備える３ステップ

「非常持出し品」として備え

るものの中から携帯できそ

うなものは、いつも使う

バッグや、ポケットに入れ

身につけておこう！

家庭や勤務先・・・・

1日の多くを過ごす場所には

「非常持出し品」を備えよう！

とっさの時に、さっと持ち出し

て逃げられるコンパクトな

１バッグ

非常時、ライフラインが

途絶え、もしも助けの手が

届かなかったとしても、

何日間かは自給自足して

しのげる物品を備蓄しよう！

まずは 1次から、ついで０次・２次も

「阪神・淡路大震災記念  人と防災未来センターより」

０次の備え
いつもケータイ

１次の備え
非常持出し品

２次の備え
安心ストック
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　台風の接近により開催が心配された運動会ですが、
どうにか開催されました。
　年に数回の地域交流のイベントであるため、大勢の
方々がみえましたが、残念ながら雨が強く降り始め中
止の決定となりました。
　参加してくださった皆様、中止になった競技への参
加を楽しみにされていた方には本当に残念でした。

　小島地区の15連勝を阻止するべく展開した各地区が
どこまで迫れるかに注目でした。
　試合内容は見事なレシーブからトスワーク、最後に
強烈なスパイクで決めるプレーや、強くそしてピンポ
イントをついたサーブからのサービスエースなどの好
プレーが披露されたかと思うと、強烈なサーブがその
まま味方前衛の背中にヒットしたり、ナイスレシーブ
で高く上がったボールをお見合いしてしまったりと
いった珍プレーも見られました。予選での戦いが互角
であったこともあり決勝リーグでは、皆さん疲労が溜
まってきてはいたものの、気持ちはさらにヒートアッ

プし後１勝を目指して白熱した試合をしていました。優勝は小島地区で、連勝記録
を伸ばす結果となりましたが、選手の皆さんにとっては大きなけがもなくいい汗を
かいた１日だったと思います。

女子バレーボール大会

ウオーキング大会 10/19
　さわやかな秋晴れの中、健脚

（7.6㎞）・並み歩き（6.5㎞）・ゆっ
たり（5.1㎞）の３コースで、自
分にあった速度・体力でウオー
キングをしました。事故もなく、
みんなでたのしく歩くことがで
きました。

10/26

運動会  途中で中止10/5

◆バレーボール（女子）
優勝：小島区
２位：中俣区
３位：村山区
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スーパークリップライト　２ケ 500円　去る11月３日
中俣南公民館広
場にあります忠
魂碑の前におき
まして、柳原地
区戦没者追悼式
が挙行されまし
た。柳原地区に
おきましては、日露戦争から先の大戦までの戦没者
95 名の方々に対し、地区の皆さまと共に追悼の誠を
捧げ、二度と悲惨な戦争を繰り返すことのないよう、
また今日の平和は、戦没者の尊い犠牲によるもので
あることを確認する意味で行われています。全国戦
没者追悼式は８月15日、県及び市主催の追悼式は10
月に行われています。長野市と柳原地区の追悼式は、
どなたでも参列できますのでご参加ください。

戦没者追悼式

　敬老会 9/15

11/3

　東部文化ホールで開催されました。今年は
杉の子保育園のかわいい園児たちの歌を聴いて、参加者の皆
さんは大いに楽しんでいただけたようです。

　日没が早くなるこれからの時期、夕暮れ時は交通
事故が多発するおそれがあります、夜間ドライバー
から歩行者がどのように見えるか体験してもらい交
通事故防止に役立ててもらいました。
　柳原自治協では夜間の外出時に自分の位置を知ら
せるクリップライトを販売しています。
　夜間の交通事故防止に役立ててください。

ナイトスクール 10/24

みんなでつくる  安全・安心なまち  やなぎはら
　近年、災害・犯罪が多く発生しています。
　防災・防犯啓発活動として掲示物を設置し
ようと昨年より検討をしてきました。
　柳原地区の皆様の自助・共助により、安全・
安心なまち やなぎはらを創っていこうと協
議し、中俣区のご理解の下、中俣神社東側の
道路側フェンスに「みんなでつくる 安全・
安心なまち やなぎはら」の横断幕を掲示し
ました。
　安全防災部会として、各種訓練・安全・防
犯講習会を開催していますので、積極的にご
出席いただき、安全で犯罪に巻き込まれない、
安心で住みよい柳原にしていきましょう。

みんなでハイタッチ



　地区別研修会では、大学習室で地区別の小グループに別れ、
「自分たちで始められる男女共同参画社会」をテーマに、日頃
感じていることを活発に話合い、その結果を発表しました。
　全体をとおして女性がより活躍するには、男性の協力が今
以上に必要と強く感じました。

          柳原地区人権を考える住民の集い
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交通安全教室・県警音楽隊の演奏

　男女共同参画を大テーマに「柳原地区住民の集い」が約110
名の皆様にご参加いただき文化ホールで開催されました。
　第１部では「女性の力で信州を元気に」と題して加藤さゆり
副知事より、第２部では「暮らしの中の男女共同参画」と題し
て内山二郎氏より講演をいただきました。いろいろな質問をと
おして笑いもあり、和やかな雰囲気のなかで熱心に聴講する参
加者の姿がみられました。

10/25

自転車安全シミュレーションも行い、安全運転を心
がけるようにしたいです

中央署のイケメンすぎる、おにいさん・おじさんも登場しました。
子どもたちに人気のパトカーも来ました

　県警音楽隊の演奏は、文化ホールが満席になるほど観客が多く、とても感動しました。ぜひ来年も来て
ほしいという声が多く聞かれました。

華やかでかわいいカラーガード隊



　まだ若いし健康には自信がある
からといって無関心でいられない
と思わせることがある。病気、入
院、事故などで、福祉用具の必要
性が生じたり、食事制限をしなけ
ればならないということは、いつ
起こるかわからない。そんな時が
来ないことを祈りつつ勉強させて
もらえた福祉用具の説明でした。
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11/2
　日頃、仕事に追われ地域の皆さまとの交流もあまりなくこういう場に参加してみると、地域の人の 
ふれあい ･ つながりを感じました。芸術の秋を満喫した文化祭の一日でした。
　展示の部では、趣味を生かした作品がたくさん飾られていて、私も仕事がひと段落したらぜひ仲間に入
れていただきたいと思いました。
　芸能部では、たくさんのグループのすばらしい発表を見聞きすることができました。

　晴天に恵まれる中「餅つき大会」が行われました。昔の遊びを楽し
みながら、臼と杵でお餅がつきあがるのを待ちました。きなこ、ごま、
あんこの「三食お餅」をいただき、お腹一杯になりました。

大人から子供までみんな集まれ 11/22 ふれあい健康まつり 11/15

文化祭　　



しめ縄づくり

　今はとても小さいパンジーですが
来年の春には大きく成長して、柳原総合市民セン
ターの周りにきれいな花が咲くでしょう。

苔玉づくり 11/1

柳原地区住民自治協議会だより　第 22 号（６）　 　平成 26 年 12 月 15 日　

初心者の寄せ植え教室
　「ころぼっくる」さんに来ていただきクリスマス、
お正月にも合う寄せ植えを教えてもらいました。

12/4

　毎年恒例のしめ縄づくり、小さい子供からおじいちゃんの世代まで様々な方が悪戦苦闘しながら自分のお家
のしめ縄を作っていました。
　最初はうまくできなくぼろぼろになっていた藁も達人の指導のもと、皆さん立派なしめ縄を完成させるこ
とができました。

パンジーの苗を植えました
　須坂園芸高校の生徒さんを講師に迎え、苔玉の作
り方、お手入れの仕方等を教えてもらいました。皆
さん自分のかわいい苔玉を作り、文化祭にも展示す
ることができました。

　柳原総合市民センターの花壇に花を植えるお手
伝いをしていただける方を募集しています。みん
なで花いっぱいの柳原にしていきましょう。

花づくりを一緒に楽しみませんか

12/6

大勢の方に参加いた

だき、植えることが

できました。
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まちづくり
　好きなことは？得意なことは？やってみたいことは？ほんのちょっと地

ま ち

域を意識
してみませんか？
　〈わくわくやなぎくん〉を掲げて、様々な意見を出し、交感、柳原をこんな地

ま ち

域
にしたいという熱い心が育っています。「わんわんパトロール隊」は、そんな思い
の中から生まれ、活動が始まっています。これは、犬の散歩をしながら地

ま ち

域の見守
り（パトロール）をするものです。
　〈ちょっとだけ何かやってみる〉〈誰にでも何かできることがある〉〈小さなこと
が積み重なって、人と人が繋がって、地

ま ち

域が動いていく〉そんな活動を地域のみん
なと始めよう！ 

活動内容
　愛犬と散歩しながら自主的に地域内のパト
ロール活動を行うことにより地域の子供たち
やお年寄りを守り、身近に発生する防犯など
の未然防止を図ります。
　ご自身の都合のよい日や時間に愛犬の散歩
を兼ねて防犯活動や環境のパトロールをして
いただきます。
　わんわんパトロール隊隊員であるということ
を示すリード用スイングボーンとトートバッグ
を付けて散歩をして
いただきます。
　これらの活動を
通して、人も犬も誰
もが安心して暮ら
せる美しい地域づ
くりを目指します。

あなたもパトロール隊へ参加しませんか

　　わんわんパトロール隊　入隊登録シート　　受付日／

ふりがな

犬の名前

ふりがな

飼い主　氏名

住　　所
〒
長野市

T   E   L

登  録  日 　　　　年　　　月　　　日（　　　）

備　　考
性別／犬種

きりとり線

防犯落語講座開催される
　「知れば安心！消費者トラブル笑ってガード」の内容で大阪
より３代目林家染二師匠をお迎えし、約120名の皆様が来場さ
れ、東部文化ホールに防犯講座を開催しました。
　現在、よく報道されている多くの振り込め詐欺、睡眠商法、
ロト６詐欺等の被害の実際を、わかりやすく講演していただき
ました。皆さんお待ちかねの落語では、その詐欺内容を織り込
み、笑いながらも印象に残る高座でした。
　みんなで詐欺などの被害に遭わないように気をつけていき
ましょう。

12/2
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いきいき  わがまち  「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。ふるってご応募ください。

　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。当委員会は、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 27 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。
　　　　　　　　　　　　　　　１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

住民自治協議会  評議委員募集

●柳原ものづくりボランティア
　自治協で出すおたよりの封筒はものづくりボラン
ティアの方々に作っていただいています。広告の裏
が白い紙を集めています。
ねこクリップ、におい袋も
作っています。はぎれ、リ
ボンなど不要なものがあ
りましたら、自治協の事務
局にお持ちください。

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

何かをやってみる。とりあえず始める。ひとりでも始める。「何やってるの？」「私もいっしょに。」と仲間ができる。住民自治の活動ってそんな、ことなんです！ あ

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

お気軽にお立ち寄りください。

編集後記

◆自治協だよりに広告を出してみませんか！

使わなかった保険料が全額戻って来る！
新しいカタチの医療保険　売れてます！

○献血
　７月　受付者 56 名／ 11 月　受付者 44 名
　来年度もご参加お待ちしています。
○植栽事業　　　　　10 月 28日（火）
　柳原総合市民センターにチューリップ、クロッカスの球根、アシュ
　ガなどを植えました。
○花の苗・種交換会　11 月２日（日）
　大好評でたくさんあった種、苗があっという間にもらわれていきま
　した。花いっぱい、緑いっぱいの柳原になればいいなぁと思います。

ご協力ありがとうございました

　広報紙に載せていただけ
る季節感を感じられる挿絵・
絵手紙などありましたらお
持ちください。随時掲載さ
せていただきます。

集めています
●ベルマーク　　
　エプソン、キヤノン、ブラザーの使用済みインクカー
　トリッジ、トナーカートリッジ、お家で集めているベ
　ルマーク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。

●不要になったカレンダー
　ご家庭で来年のカレンダーでいらない（飾らない）方は事務局にお持
　ちください。欲しい方に差しあげます。　


