
　３月 26 日、柳原に認知症カフェ「オレンジカフェ
どんぐり」がオープンしました。
　認知症の方とその家族や地域の誰でも利用できます。
　「どんぐり」に来て、抱えていた思いを話すこと
ですっきりしてもらえればいいと、スタッフ一同お
いしいコーヒーを用意してお待ちしております。

毎月第３木曜日　午前10時～12時
柳原ふれあい荘　地域交流室（布野神社隣）

〜いきいき　わがまち『やなぎはら』〜 第 24 号
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＊＊＊　写真に見る柳原の今昔　＊＊＊

大正時代　田植え風景
はしご植えと聞いている。長野電鉄が開通され
る前か

昭和16年７月　一家総出の田植え
一家総出の田植え中。20 名程で早乙女もいたのだろう

昭和20年代　牛のガーデントラクター
千曲川河川敷内の農作業

　平成 24 年より募集してきました今昔の写真が、
600 枚ほど集まりました。お借りした写真をデータ
として残すことができました。なつかしい柳原の今
昔写真を随時、掲載していきます。ご期待ください。
ご協力ありがとうございました。

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

編集後記
企業の皆様に広告を掲載して頂きました。
ご希望の方は下記までお申し込みをお待ちしております。
自治協だよりも一緒に作りませんか？

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

お気軽にお立ち寄りください。

イベントカレンダー
月 と　き イベント ところ 備　考

5 月 24 日㈰  ８：30 集合 健康ウオーキング 柳原総合市民センター　集合 参加無料　　　

6 月 21 日㈰ ８：00 ～

球技大会
・ゲートボール
・ソフトバレーボール
・ソフトボール

中俣ゲートボール場

参加無料　 柳原社会体育館

柳原小学校校庭

7 月
21 日㈫

９：３0 ～ 1１：３0 贈ろうあなたの気持ち！ 竹村製作所

13：３0 ～ 15：３0 献血 柳原支所

未定 社会を明るくする運動 柳原公民館大学習室 　 

8 月

15 日㈯  成人式 東部文化ホール 対象あり

22 日㈯ 活き生きやなぎはらみんなでトーク 東部文化ホール 　　

23 日㈰ 少年少女球技大会 柳原小学校校庭・体育館

30 日㈰ ８：00 ～ 総合防災訓練 柳原小学校　他

未定 介護者のつどい 柳原公民館大学習室

未定 男性の料理教室 公民館調理室

9 月 25 日㈮ 敬老会 柳原公民館大学習室 対象あり

10 月
  4 日㈰ ８：00 ～ 地区運動会 柳原小学校校庭

25 日㈰ 13：00 ～ 女子バレーボール大会 柳原社会体育館 参加無料

申

申

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※ 4月22日現在の予定です

◆回覧を減らしています
住民自治協議会では回覧を減らし、イベントなどは毎月「いきいき わが
まち やなぎはら」でお知らせします。

検査と歯石のおそうじをお勧めします。
歯と歯ぐきの健康を守るため定期的な

役　職 氏　名 所　属　等
顧　　　問 中野　清史  長野市議会議員

顧　　　問 藤牧　秀夫  農業委員

会　　　長 藤森　利和  27 年度　柳原地区　
 区長会長　村山区長

筆頭副会長 朝日　高志  総務・区長部会長　前年度 
 住民自治協議会　会長

副　会　長 奥山　雅茂  安全・防災部会長

副　会　長 辰野　成和  健康・福祉部会長

副　会　長 清水　広邦  教育・環境部会長

区　　　長 奥山　博利  小島区　区長

区　　　長 西澤　弘智  中俣区　区長

区　　　長 坂本　公一  布野区　区長

区　　　長 高城とも枝  柳原団地区 区長

事 務 局 長 新井　栄子  

監　　　事 今井　用一  

監　　　事 坂本　邦夫  

　善光寺御開帳と記念の年に、住民自治協議会
としても更なる発展を目指したいと考えます。
　平成 26 年度、「柳原まちづくり計画」を策定
し、今年度は、この貴重な指針を基に、課題解
決に取り組んでいきたいと思います。
　33 年前、柳原で計画されていた長野市総合
防災訓練が地附山の地すべり災害で中止になり
ました。本年度は柳原で実施されることになり、
地区をあげて防災に対する取り組みをしようで
はありませんか。そして、これを機会に防災組
織体制等を見直し、更なる災害に強いまちづく
りを目指したいと思います。
新役員とともに頑張りますので、地域のみなさ
まのご理解とご協力、ご参加をお願い申し上げ
ます。

【新役員紹介】新会長のあいさつ
会　長　藤森　利和

区　長　紹　介

評議委員会の様子　新役員紹介

 

「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

　恒例となっている「春の
クリーンデー」が３月22
日（日）に行われました。
午前９時から130名の皆
様の参加を得て、地区内を
６ルートに分け一斉にゴミ
を拾いました。今回で７回
目になりますが、粗大ごみ・空缶・ペットボトル等は昨年より
量が減ってきましたが、タバコの吸い殻は相変わらず多いと感
じました。何気なくポイ捨てする人は気にならないでしょうが、
道路を通る人や周辺の住民にとっては大きな迷惑です。マナー
を守り美しい柳原地区にしましょう。

＊春のクリーンデー
　秋の植栽でボランティアの方に植えて頂いた、パンジー、
チューリップの花がきれいに咲きました。
　柳原総合市民センターにおいでの際はご覧ください。
　今年もいっぱいの花を咲かせていきましょう！

花が咲きました

オレンジカフェどんぐり
　４月 24 日、支
所東側はわんわん
でいっぱいになり
ました。それもそ
のはず、昨年 11
月にわんわんパト
ロ ー ル 隊 が 始 ま
り、隊員が集まっ
てこの日“発足式”
を行いました。
　長野中央警察署
よりパトロールの
意味と注意点についてのお話がありました。また、
地区の安全防犯の取り組みにはお褒めの言葉をいた
だきました。この日、新たにわんちゃんが 17 匹、
パトロール隊員となりました。

わんわんパトロール隊　発足式

すきです　なぎはら
　以前から住自協の北窓ガラスにシールをとの話があり、折角貼るならとアイディアを出し合って「すきです　なぎはら」
が、この程出来上がりました。
　多忙な年度初業務の合間をぬって事務局の皆さんと協力し合い、窓ガラスを中性洗剤で清掃してから水を噴霧し、６枚
のシールをそれぞれの窓に貼り付けました。とても素人が貼ったとは思えない上々の出来上がりとなり、暫し通りから眺
め自画自賛の完成度でした。

あいさつ運動
　「あいさつ運動」は、柳原地区住民自治協議会が主催、柳原小学校と東北中学校が共催で行う地域コミュニ
ティーを高める環境づくり活動で、春季（４月）強化月間中の 20 日から一週間は、小・中学生が登校する

朝の時間帯に街頭運動を実施しました。
　街頭運動を実施した柳原５地区では、集団で登校する子どもたちに向け
て、運動のタスキを掛けた地区役員があいさつをすると、元気良いあいさ
つが返っていました。
　今年度のあいさつ運動は、５地区に「あいさつ運動旗」を立てて通年行
われ、春季のほか秋季（９月）の強化月間でも街頭運動を計画、心を込めて
笑顔で交わすあいさつは、地域の子どもへの見守りであり、柳原で暮らす人
たちお互いの絆づくりにつながるものと運動に期待が込められています。「写真に見る柳原の今昔」よりお知らせ

村山区長
藤森  利和

中俣区長
西澤  弘智

小島区長
奥山  博利

柳原団地区長
高城とも枝

布野区長
坂本  公一

芝桜を分けてください
センターの花壇に植えます。一緒に植えてくださる方
も募集中です。

お手伝いして
くださる方
募集中！



部会 事　業　計　画 実施予定日
評議委員会・常任評議会の開催、執行 4月・10月
住自協役員会・正副会長会の開催、執行 随時
住自協組織・課題の検討、協議、解決 随時
住自協予算・決算の調整、審査、作成 随時
住自協組織、事務局の人事調整、総合的な企画調整 随時
住自協事務局の指導・助言・所管 随時
各部会との連絡調整	 随時
まちづくり計画推進委員会・広報編集委員会の業務補助、助言 随時
柳原の今昔事業（写真及びデータの利用） 通年
PR事業の推進 通年
まちづくり計画推進委員会
まちづくり計画の周知、推進 通年
まちづくりの計画の内容整理、実施検討 通年
住民が参加しやすい活動の検討 通年
まちづくり計画事業の年度別実施予定表の作成 随時
広報編集委員会
住民自治協議会だよりの発行 年4回
いきいき　わがまち　やなぎはらの発行 毎月１回
ホームページの運用 通年
年度テーマ「自治協ってなに」に係る実施事業の検討 通年
区長会

行政連絡区に係る必須事務、選択事務の判断と開催 随時
活き生き柳原みんなでトークの実施判断と開催 ８月
土木事業等の現地調査 ９月
戦没者追悼式の遺族会との合同開催 11月
あいさつ運動 (強化月間４月、９月） 通年
東北中学通学路防犯灯維持・管理 通年
東北三地区住民自治協議会連絡会 随時
会議・研修等の開催 随時
各種募金活動事業の実施 随時
地区関係団体との連絡調整 随時

人権教育促進協議会
役員研修会 ５月
社会を明るくする運動の実施 ７月
男女共同参画研修 10月
人権を考える住民の集い 11月
地区別研修会 11月

ナイトスクール 4月・10月
役員研修 ６月
安全・防犯講座の開催
防災･防犯活動の推進 随時
安心・安全マップの見直し・作成 通年
一時避難所看板の設置 通年
わんわんパトロール 通年
スーパークリップライトの販売 通年
総合防災体制検討委員会
ハイパー無線の導入計画とやる気支援事業補助金への応募準備 随時
柳原地区災害対策本部の位置付けと組織の明確化 随時
自主防災連絡協議会の位置付け 随時
各区での防災訓練の調整 通年
安全・防災部会との協調 通年
防犯協会	

防犯啓発活動 随時
防犯パトロール（プレート配布）通年

部会 事　業　計　画 実施予定日
交通安全推進委員会

カーブミラーの清掃 ８月
白線引きの実施 ３月
通学路街頭指導 通年

自主防災会連絡協議会
防災備品整備事業 ６月
柳原地区防災訓練 ８月
各区の防災訓練に対する支援 ８月･９月
メーリングリストの導入と活用 随時
避難行動要支援者事業の推進 通年

健康ウォーキング大会	 ５月
福祉関係施設研修 ６月
献血事業 ７月・１月
男性の料理教室の開催 ８月
敬老会 ９月
ふれあい収穫祭	 11月
ひとり暮らし高齢者のつどい事業 12月
地域福祉大会
介護者のつどい
お茶のみサロン・ふれあい会食 随時
地域福祉計画の推進	 随時
オレンジカフェどんぐり 随時
放課後子どもプランへの支援 通年
子育て支援 通年
まちの縁側事業 通年
福祉自動車の運行（東北三地区） 通年
車椅子貸し出し事業 通年
ふくし相談 通年
雪かきボランティア活動の実施 冬季
出前講座の開催
地区運動会 10月
新年祝賀会の開催 1月
春のクリーンデー（一斉ごみ拾い活動） ３月
緑化推進事業	 随時
環境美化連合会	

ごみゼロ運動・河川清掃の実施 ５月 ･10 月
不法投棄防止啓発看板の設置 随時
ごみ分別啓発事業 通年
ごみ集積所への搬出指導 通年

地域公民館連絡協議会
史跡めぐり ５月
球技大会 ６月
成人式 ８月
女子バレーボール大会 10月
文化祭 11月
しめ縄づくり 12月

少年育成委員会
地区内巡回指導の実施 毎月１回
地区外巡回指導の実施 年３回

育成会連絡協議会
地区指導者研修会 ４月
少年少女球技大会の開催 ８月
夢パーク（柳原小ＰＴＡ行事）の参加 11月
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平成27年度　事　業　計　画
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科　　　　　　目 本年度予算額（A） 前年度予算額（B） 比較（A）−（B）
前年度繰越金 4,736,548 3,718,388 1,018,160
１　公的補助収入 9,850,000 9,053,000 797,000
２　負担金収入 3,840,000 3,840,000 0
３　受託料収入 0 0 0
４　繰入金 6,245,630 0 6,245,630
５　雑収入 1,108,000 2,186,650 △ 1,078,650
６　事業収入 84,000 30,000 54,000

収入総額 25,864,178 18,828,038 7,036,140

収入の部                                                                                                                                                          	（単位：円）

科　　　　　　目 本年度予算額（A） 前年度予算額（B） 比較（A）−（B）
１　総務 ･区長部会費 2,830,000 2,816,000 14,000
２　安全 ･防災会費 1,312,000 1,253,000 59,000
３　健康・福祉部会費 1,234,000 1,354,000 △ 120,000
４　教育 ･環境部会費 1,576,000 1,732,000 △	156,000
５　事務局費　 7,724,800 6,764,920 959,880
６　配分 ･委託料 ･補助金 2,313,000 2,458,000 △ 145,000
７　繰出金 7,550,000 0 7,550,000
８　予備費 1,324,378 2,450,118 △ 1,125,740

当年度支出総額 25,864,178 18,828,038 7,036,140

支出の部

地域振興基金 予算書

備えて安心　防災基金

元気はつらつ　福祉基金

やなぎくん　まちづくり基金

ハイパー無線積立金

東北中学校通学路防犯灯経費積立金

前年度未現在高 本年度中増加高（見込み） 本年度中減少高（見込み） 本年度未現在高（見込み）
6,245,630 0 6,245,630 0

前年度未現在高 本年度中増加高（見込み） 本年度中減少高（見込み） 本年度未現在高（見込み）
0 3,000,000 0 3,000,000

前年度未現在高 本年度中増加高（見込み） 本年度中減少高（見込み） 本年度未現在高（見込み）
0 2,000,000 0 2,000,000

前年度未現在高 本年度中増加高（見込み） 本年度中減少高（見込み） 本年度未現在高（見込み）
0 2,000,000 0 2,000,000

前年度未現在高 本年度中増加高（見込み） 本年度中減少高（見込み） 本年度未現在高（見込み）
0 500,000 0 500,000

前年度未現在高 本年度中増加高（見込み） 本年度中減少高（見込み） 本年度未現在高（見込み）
0 50,000 0 50,000

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

科　　　　　　目 本年度予算額（A） 予算執行額（B） 比較（A）−（B）
前年度繰越金 3,718,388 3,718,388 0
１　公的補助収入 9,053,000 8,604,945 448,055
２　負担金収入 3,840,000 3,840,000 0
３　受託料収入 0 0 0
４　繰入金 0 0 0
５　雑収入 2,186,650 1,689,980 496,670
６　事業収入 30,000 159,400 △ 129,400

収入総額 18,828,038 18,012,713 815,325

収入の部                                                                                                                                                        			（単位：円）

科　　　　　　目 本年度予算額（A） 予算執行額（B） 比較（A）−（B）
１　総務 ･広報部会費 1,388,000 975,406 412,594
２　区長部会費 1,428,000 1,240,562 187,438
３　安全 ･防災部会費 1,253,000 765,277 487,723
４　健康・福祉部会費 1,354,000 922,577 431,423
５　教育 ･環境部会費 1,732,000 1,275,983 456,017
６　事務局費　 6,764,920 5,638,870 1,126,050
７　配分 ･委託料 ･補助金 2,458,000 2,457,490 510
８　繰出金 0 0 0
９　予備費 2,450,118 0 2,450,118

当年度支出総額 18,828,038 13,276,165 5,551,873

支出の部

地域振興基金 決算書
前年度未現在高 本年度中増加高 本年度中減少高 本年度末現在高

6,244,618 1,012 0 6,245,630

※利息1,012円が増加しました。

部会 月　日 事　業　名 事　業　内　容
7月5日 福祉関係施設研修 参加者　20名

７月１１月 献血（年 2回） 献血者数　７月　56名　１１月　44人

8月・12月 介護者のつどい 参加者　16名

9月15日 敬老会 招待者			72 名

10月18日 健康ウォーキング大会 参加者　69名

11月22日 世代間交流事業（いっしょに遊ぼう） 参加者		47 名

11月15日 地域福祉大会（ふれあい健康まつり） 区福祉委員会の活動発表他　参加者　40名

3月26日 オレンジカフェどんぐり　開店

随　時 地域福祉計画の推進

随　時 お茶のみサロン 15回開催　参加者　439名

随　時 まちの縁側事業

随　時 ふれあい会食 5回開催　参加者　19名

通　年 子育て支援（子育て広場）

通　年 放課後子どもプランへの支援 児童センター、子どもプラザ

通　年 福祉自動車の運行 東北三地区 (柳原 ･古里 ･長沼）で共同運行

通　年 車椅子貸し出し事業 短期間車椅子の貸し出し　10名

冬　季 雪かきボランティア活動 ボランティア登録者　51名

10月6日 地区運動会 雨天の為、途中中止　参加者　400名

1月4日 新年祝賀会 参加者　93名

3月23日 春のクリーンデー（一斉ごみ清掃）柳原地区内　参加者　130名

随　時 ボランティア養成事業 苔玉つくり　参加者　13名

寄せ植え　参加者　6名

通　年 緑化推進事業 柳原総合市民センターに植栽

低木の剪定、パンジー植付

環境美化連合会
4月12日 段ボールコンポスト講座 参加者　７名

5月26日 ごみゼロ運動・河川清掃 各区ごとに実施　参加者　229名

8月9日 清掃センター見学 参加者　17名

10月20日 ごみゼロ運動・河川清掃 各区ごとに実施　参加者　174名

随　時 ごみ集積所への搬出指導 各区ごとに随時実施

随　時 不法投棄防止啓発看板の設置

地域公民館連絡協議会
5月24日 史跡めぐり 佐久方面　参加者　41名

6月29日 球技大会 ソフトボール・ソフトバレー・ゲートボール

参加者 170名

8月15日 成人式 成人出席者　55名

10月27日
女子バレーボール大会 優勝：小島区、準優勝：布野区

参加者　57名

11月2日 文化祭 参加者約　650名

12月7日 しめ縄づくり 参加者　30名

少年育成委員会
毎月1回 地区内巡回指導 コンビニ、ゲームセンターの巡回　４名

6月・7月・12月 地区外巡回指導（東北中ＰＴＡと）権堂アーケード周辺娯楽施設　６名

5月24日 研修会への参加 巡回指導に関する研修

育成会連絡協議会
5月18日 地区指導者研修会 参加者　22名

8月24日 少年少女球技大会 ドッチボール・キックベースボール

参加者　200名

11月1日 夢パーク（柳原小PTA行事）へ参加 クイズラリー　参加者　300名

平成26年度　事　業　報　告
部会 月　日 事　業　名 事　業　内　容

随　時 効率化に向けた組織の見直しと検討

随　時 地域住民が参加しやすい活動の展開

随　時 各部会との連絡調整

毎月1回 「いきいきわがまちやなぎはら」の発行 住自協の情報提供

年4回 住民自治協議会だよりの発行 住自協の活動状況報告

通　年 ホームページの運用 住自協及び各区の活動状況などの情報提供

通　年 まちづくり計画の策定

通　年 柳原の今昔事業 写真の収集及びデータ化

通　年 PR事業の推進

人権教育促進協議会
5月14日 役員研修会（いつわ苑　施設見学）見学者　40名

7月26日 社会を明るくする運動 参加者　55名

10月25日 人権を考える住民の集い

暮らしの中の男女共同参画を考える

参加者　108名

10月25日 地区別研修会 住民の集いに続き各区に分かれてﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

8月25日 活き生きやなぎはらみんなでトーク 参加者　129名

11月3日 戦没者追悼式	 忠魂碑広場において開催

通　年 あいさつ運動	 強化月間 (4月・9月）各区で実施

区長会
7月23日
～　25日

視察研修
2泊 3日　東海方面へ　

参加者　13名

9月29日 土木事業等の現地調査 市土木関係課との現地調査

随　時 各種募金活動事業 日赤社資（5月）、緑の募金（5月）、

共同募金 (10 月）

随　時 地区関係団体との連絡調整

通　年 東北中学防犯灯維持・管理

4月・10月 ナイトスクール (夜光反射材体験 ) 参加者　50名

6月22日 役員研修 ＨＵＧ、クロスロード　参加者　55名

7月 防災訓練（机上訓練）実施計画の作成

11月2日 交通安全教室 県警音楽隊

12月2日 防犯講座 講演・落語　林家染二さん　参加者　120名

随　時 防災 ･防犯活動の推進

随　時 スーパークリップライトの販売 340個

随　時 安心・安全マップの見直し 村山区　一時避難場所の変更

通　年 一時避難所看板の設置 のぼり旗の設置

交通安全推進委員会
8月11日 カーブミラーの清掃　287枚 地区内ｶｰﾌ " ミﾗｰ清掃、点検、障害物の撤去

3月22日 白線引き　345箇所 地区内市道に停止線、Ｔ字、十字マーク塗布

通　年 通学路街頭指導

自主防災会連絡協議会
8月31日 柳原地区防災訓練 避難訓練、机上訓練

9月 各区の防災訓練に対する支援 各区に補助金

2月 ソーラー発電機の導入

通　年 避難行動要支援者事業の推進

				 防犯協会
7月 防犯パトロール（プレート配布） 防犯指導員を中心にプレート掲示でパトロール

10月 横断幕の設置
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平成26年度　決算報告

平成27年度　柳原地区住民自治協議会収支予算書

今年度のテーマ
「自治協ってなに？」に応える


