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　日本テレビ系列「行列のできる法律相談所」でおなじみの弁護士菊地幸夫氏を講師
に迎え、お話しいただきました。
　今、社会問題にもなっているオレオレ詐欺、悪徳商法等の話を実例をあげながら、
対処法や、心構えなどを説明いただき、誰もが消費者被害にあう可能性があることから、
身近なことと捉えていただくことが大事だそうです。また、弁護した方の人間性とは
どんな人でも心を込めて接すれば良い人生を送れるとのお話しもありました。
　最後に菊地先生が実際に電車で置き引きにあった体験談をお話しいただき、人間は
油断しているとトラブルに巻き込まれる可能性が高くなる、自分の身は自分で守るし
かない、ということです。今更ながら再認識させられました。

＊＊＊　写真に見る柳原の今昔　＊＊＊

明治 45 年　柳原村尋常小学校卒業式
児童は羽織はかまの服装で、履物は下駄履き。女子児童は２人だけ？
男性教師は洋装、女性教師は和装

昭和 17 年３月　　
国民学校卒業記念
男子生徒は学生服、女子生徒は和装、セーラー服の女子も見られる

笑って学ぶ防犯講座「私たちのくらしと法律」

菊地弁護士
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　一時避難場所の看板を順次変更していきます。
　現在「一時避難場所」はのぼり旗による掲示ですが、順次立て看板に変更していきます。
一時避難場所になっている関係者の皆様のご協力をお願いいたします。

一時（いっとき）避難場所

　災害時のための備蓄ではなく、普段の生活でちょっと災害時を意識するということです。
特別なことではありません。
①日常の消費量にあわせた計画的な買い置きのサイクルをつくること
②日常から安定的に消費する食材を、普段から少しずつ買い置きして蓄えておくこと
③「もしも」の事態を想定して、おいしさにもこだわること

いざという時のために
「家庭内備蓄」（買い置き）ローリングストックのすすめ



・子どもの貧困は親の貧困である！現在 60 歳以上の方がい
　なくなる 20 ～ 30 年後は、親のセーフティがなくなるの
　で、社会基盤が崩れてしまうのではないか？と思う。
・政治、行政が悪いという批判も大事だが、自分は困って
　いる人に何ができるか、年金生活高齢者でも困っている
　人を支援していく必要。勇気、行動、態度が必要。あり
　がとうございました。学習しました。
・マスコミなどで聞いていただけで、実際に貧困の数値を
　知るとただ驚きです。ここまできていると草の根活動で
　は、とても無理。でも、一人ひとり、一つずつやらなけ
　れば…安心して明るく元気な子ども達に成長していって
　ほしいです。
・母子家庭、父子家庭ばかりでなく、ごく普通の家庭にあっ
　ても貧困になりうる家庭があるのではないか？その対応
　は？　・難しい問題です。　・偏見をなくす。
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“貧困について考えよう”
　小林啓子さん（長野子ども白書編集委員）の講演で、格差社会が叫ばれるなか、そのしわ寄せが子どもに
およんでいるということでした。小林さんは「きずな塾」も運営されており、長野市のおかれている福祉の
現状を知ることができました。また、自分に何ができるか考えさせられる１日となりました。

２/７

　３月でオープンから１周年を迎えました。
　オープン以来、地区内外の多くの方にご

利用をいただいております。とても和やかな雰囲気
のカフェです。ご利用されているみなさんは「楽し
かったよ。ありがとう」と帰っていかれます。
　地域のどなたでもご利用できます。コーヒーを飲
みながら、ゆったりとした時間を過ごしていただき
たいと、スタッフ一同お待ちしております。
●毎月第３木曜日　
●柳原ふれあい荘　地域交流室
●10：00〜 12：00

オレンジカフェどんぐり

参加者の声

介護者のつどい
　介護者のつどいがオレンジカフェどんぐりで行わ
れました。
　参加された方は、趣味の話などで盛り上がり、各
テーブルではたくさんの笑顔がみられました。
　日頃介護をしている方も、毎月第３木曜日はオレ
ンジカフェでコーヒーを飲みながら、ゆったりした
時間を過ごしていただきたいと思っています。
　オレンジカフェは介護者の癒しの場でもあります。
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福祉推進員会より
　地域住民の方から寄
付された布を利用し、
各地区公民館に丈夫な
段ボール製のイスを贈
りました。今まで使用
してきたイスが壊れた
り、低すぎるとの声から、座面にクッションを入れ
る、少し大きくする等の工夫をしました。
　今年で活動開始 20 年を記念し行った事業です
が、みなさんに使っていただけるとうれしいです。
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車でもお越しいただけます。



男性の料理教室

・今年２回目の「男性の料理教室」に参加した。日ごろ全く交流のない人と自分たちの作った料理で一杯と
　いうのも面白いものだ。食材も身近にあるものを使い簡単で美味なおつまみになった。先生の着眼点も良
　かったけれど、参加者の熱意も力になったのではないかと自負している。
・料理は作ってもらうものと思っていたが、自分で作って、作りたてをつまみに一杯というのも良いものだ。
　日ごろ交流のない人とも話すことができた。酒の力
　も捨てたもんではないと再確認した。
・食材も身近な冬野菜を使い、作り方も簡単で美味 
　だったので、正月料理の一品にした人もいたと思う。
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“ふつう”という思い込みに気づく
　信州大学教育学部教
授伏木久始先生をお招
きし、「柳原地区人権
を考える住民の集い」
を開催しました。参加
者の意見をコンピュー
ターで集約しながら、
和気藹々とした雰囲気のなか、楽しく学ぶことがで
きました。
　狭い人間関係の中で、はじかれないようにつき
あっていることで、その仲間として内側にいること
が優先され、外側にいる人への思いやりを欠いてし
まうことがあることや、仲間内で「ふつう」という
ことに対する見方がマヒしてしまうことがあること
など、私たちが日々気付きにくい新たな視点を多く
与えていただきました。
　「ふつう」という観念にとらわれず、相手の人格
を尊重し、誰とでも偏見なく判断し行動できること
を心がけていきたい、と思わされた意義のある集い
となりました。

新１年生
　大きなランドセルを背負ってこれから新１年生にな
る子ども達に、横断旗を贈りました。登下校時の安全
を地域一体で見守りましょう。交通安全協会柳原支部
からは、マスコット人形と巾着が贈られました。

　穏やかな平成 28 年
新年の幕開けになりま
した。
　恒例の柳原地区新年
祝賀会に約 100 名が参
加し開催されました。
　「一月一日」を「年の初めの試しとて～♫」と歌
い、参加者全員で新年を寿ぎ祝い、中俣区神楽保存
会に獅子舞と神楽を披露していただきました。中俣
地区は子供達が保存会に参加しており、今回は子供
達が中心となって獅子舞を力強く舞っていました。
会長からは、今年の柳原地区の抱負をお話しいただ
き、今年の柳原地区の様々な活動を肴に懇親の輪が
広がっていました。

新年祝賀式 1/3
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参加者の声
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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

お問い合わせ・お申し込み  TEL・FAX  217-2365

人の心は、染まっても色褪せ、また染まる。人は、いろんなものを捨てたり拾ったりして生きている。

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

 

「あたたかい心、やさしい手」「24時間、365日」安心をサポートします。

ケアライフ柳原第 住宅型有料老人ホーム）
℡

ケアライフ柳原（介護付き有料老人ホーム）
℡長野市小島785番地

長野市柳原2223番地1

お気軽にお問い合わせ下さい

内科・呼吸器科・アレルギー科

中　島　医　院
柳原2222-6　TEL295-0600

統合医療センターすこやか
（癌治療、パーキンソン病、慢性疲労など）

〈ランチコース〉　12：00～お１人様1,500円～（税込）
〈ディナーコース〉17：30～お１人様2,500円・3,000円・3,500円・4,000円（税込）

※各コース共、税込、飲物は別となります。

前日迄にお電話でご予約の上（ショートメール OK）ご来店下さい。

イタリアンダイニング　モンテロッソ

柳原の皆様限定割引券
この機会に是非一度御来店下さい！！

店舗予約専用　０９０-３４０４-２２２１
柳原駅バス停前
日曜・月曜定休

〈ランチ割引券〉
４名様以上で、御予約のお客様に
お会計の際 1,000 円割引致します。

柳原モンテロッソ（2016.4 月末迄有効）

〈ディナー割引券〉
４名様以上で、御予約のお客様に
お会計の際 2,000 円割引致します。

柳原モンテロッソ（2016.4 月末迄有効）

17:30
OPEN

12:00
OPEN

あ

株式会社 美包（びほう）

営業時間／月〜金曜日（9：00〜18：00）　土曜日（9：00〜12：00）
長野市柳原2485-2  TEL：0120-47-1093　FAX：0120-47-8802

「はねだし屋」
月〜金曜日

（11：00 〜 14：30）手打ち本生そば 手作りおやき・おこわ

「　　　　　   
」

「 　　　　     

」

◆自治協だよりに広告を出して
　みませんか！
　まずは事務局までお気軽にお問い
合わせください。

男女共同参画市民サポーター募集南長野へ行こう！
　柳原から篠ノ井まで直通バスで往復！
　サッカー好きな方も、そうで
ない方も、まずは行ってみよう！
　家族みんなで。もちろん、ひ
とりでも大丈夫。
　なでしこ１部リーグに昇格し
た、レディースの 13 試合。J
２昇格を目指す、トップチーム 15 試合。
　今年のホームゲームは、トップ・レディース合わせて全 28 試合。
柳原では５回のバスツアーを予定しています。（いつ催行するのか、
まだ詳しいことは決まっていません）他の住民自治協議会やスポコ
ミ東北とも連携していきたいと考えています。たくさんの方に南長
野に行ってほしいなと思います。
　南長野はピッチが近いので、迫力満点です！

「男らしく」「女らしく」ではなく
「自分らしく生きる」ことってカッコイイ !!
　お互いの人格を尊重しあいながら、家
庭で職場で、地域で、学校で、それぞ
れの個性と能力を発揮できるような社
会づくりを目指して、一緒に活動しま
せんか。

今年も出発！ホームゲームバスツアー

長野市男女共同参画
シンボルマーク


