
事務局長兼地域活性化推進員事務局長兼地域活性化推進員事務局長兼地域活性化推進員事務局長兼地域活性化推進員    大日方大日方大日方大日方    孝二孝二孝二孝二    

    

４月から事務局でお世話になります。前任 

のベテラン局長の後任として、中条地区住民 

自治協議会の活動がスムーズに進められるよ 

うに、微力ではありますが努めさせていただ 

きます。また、やまざと支援事業の相談もお 

待ちしております。 

 

たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい事業事業事業事業コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    大久保大久保大久保大久保    南南南南    

4 月から事務局で、地域たすけあい事 

業（福祉移送サービス）の運行管理を担 

当させて頂いている大久保南です。地域 

のこと、福祉のこと、日々勉強中です。 

よろしくお願いいたします。 

 

事務員事務員事務員事務員        松本松本松本松本    麻美麻美麻美麻美            

4 月からお世話になります。皆様のご 

指導よろしくお願いいたします。 

『資源回収』実施についておしらせ 

  地域の皆さまには、日頃からゴミの分別処理、不法投棄防止、環境美化などにご協力いただき、ありが

とうございます。 

 本年度も夏夏夏夏とととと秋秋秋秋のののの２２２２回回回回、、、、資源回収資源回収資源回収資源回収をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

 １１１１回目回目回目回目はははは６６６６月月月月 22224444 日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前８８８８時時時時～～～～中条支所駐車場中条支所駐車場中条支所駐車場中条支所駐車場においてにおいてにおいてにおいて行います。（雨天決行） 

 ２回目は 11 月 25 日（日）です。 

 回収するのは新聞紙新聞紙新聞紙新聞紙、、、、雑誌雑誌雑誌雑誌、、、、段段段段ボールボールボールボール、、、、そのそのそのその他古紙他古紙他古紙他古紙のののの紙類紙類紙類紙類とととと衣類衣類衣類衣類・・・・古布古布古布古布です。 

紙類の分別については、ゴミ収集カレンダーの古紙の欄をご覧ください。古布については、 

１ きれいに洗ってあるもの 

２ 「古着」として再利用できる（着用できる状態）のもの 

を、透明なビニール袋等にいれてお出しいただくよう、ご協力お願いいたします。 

なお、ご不明な点は住民自治協議会事務局（電話 267-1020）まで、お問い合わせください。 

 

 

 

環境衛生部会 

 

 

よろしくお願いいたします。 

・・・・事務局長兼地域活性化推進員事務局長兼地域活性化推進員事務局長兼地域活性化推進員事務局長兼地域活性化推進員                                        大日方大日方大日方大日方    孝二孝二孝二孝二            

・・・・地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉ワーカーワーカーワーカーワーカー（（（（生活支援生活支援生活支援生活支援コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター））））            黒岩黒岩黒岩黒岩        秀美秀美秀美秀美    

・たすけあい・たすけあい・たすけあい・たすけあい事業事業事業事業コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター                                大久保大久保大久保大久保    南南南南    

・・・・事務員事務員事務員事務員                                                                            松本松本松本松本        麻美麻美麻美麻美            

・・・・事務員事務員事務員事務員                                                                            丸山丸山丸山丸山        豊一豊一豊一豊一    

 

今年度の副会長を仰せつかりました。 

地域の皆樣のご支援ご指導ご協力よろ 

しくお願いします。中条が抱える多く 

の課題について互いに知恵を出し合い、 

話し合い、安心して暮らせる地域づく 

りに微力を捧げる覚悟です。 
 

 

平成 30 年度、住民自治協議会の 

会長の重責を担うことになりました。

小生は万事が微力の上、浅学菲才の

身でありこのような大役をお受けす

る器ではありませんがお受けした以

上は全力で取り組みたいと思ってい

ます。 

住自協を法人化して3年目となりました。前年度からの継

続の重点事業 5 件、新規の建設事業 2 件、各部会の事業等

先般の総会でご決定をいただいています。理事さんをはじ

め、各役員の皆さん方には格段の、ご支援ご指導をよろしく

お願い致します。 

さて、少子高齢化、全国同じそのとおりだと思います。し

かし当地区の樣な中山間地では、高齢化率55％に手が届き

そうです。U ターン、I ターンの人達も大事にしながら、最近

聞こえてくる言葉に「関係人口」という言葉を聴くことがあ

ります。自分たちの兄姉、子供、友人、親戚などの人たちに

声をかけて、中条に住んでもらう当地区の現状では、学校

が終われば市外県外に住み勤めてしまう人が多いのでは

ないでしょうか、せめて市内通勤者だけでも中条地区に住

んで頂ければ・・・・・・ 

人口が減少することは経済、行政を始め住民の活力が衰退

してしまうのではないでしょうか。これ以上人口減にならな

いよう、みんなで考えましょう。終わりに住民皆さん方の、ご

健勝とご活躍をお祈り申し上げます。最後になりましたが、

今後の住民自治協議会の事業に対しましては、住民皆様の

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

桜の美しい４月、30 年度総会に 

おいて副会長に再任されました。 

 だれもが暮らしやすい中条のため、 

力不足ではありますが全力で務めてまい 

ります。皆さまのご指導、よろしくお願 

いいたします。 
 

    

    

    

    

長野市長野市長野市長野市    中条支所中条支所中条支所中条支所    支所長支所長支所長支所長    

    想田想田想田想田    明秀明秀明秀明秀    

    お世話になります。。。。    

至らないものですが、 

ご指導よろしくお願い 

します。 

 

支所支所支所支所長補佐長補佐長補佐長補佐    

（（（（土木担当土木担当土木担当土木担当））））    

    宮澤宮澤宮澤宮澤    義孝義孝義孝義孝    

年号の称号が如く最 

終年度が平穏無事な 

(＝平ら成る)1 年と 

なるよう,切に願い 

ます。 

    

西部産業振興事務所西部産業振興事務所西部産業振興事務所西部産業振興事務所    

    主査主査主査主査    

    清水清水清水清水    利亮利亮利亮利亮    

出身は信州新町、3 

児の父、育児奮闘中で 

す。観光振興担当と 

なりました、よろしく 

お願いいたします。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ＜エネルギーの再利用を促進し、 

                                  きれいな地球を残しましょう＞ 
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平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度のののの通常通常通常通常総会総会総会総会をををを開催開催開催開催    
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平成30年 5月 26日 

第  27  号 

～編集後記～  新たに編集の担当になりました。不慣れの為見苦しいところが多いと思います。 

        ご意見がありましたら事務局あて連絡ください。 （A.S） 

 

発行：中条地区住民自治協議会 （E-ｍａｉｌ：ｎａｋａｊｙｏ＠ｎｇｎ．ｊａｎｉｓ．ｏｒ．ｊｐ URL：ｈｔｔｐ：//mushikura.info/） 

４月 28 日(土)、中条公民館において、住民自
治協議会の通常総会を開催しました。決算報告、
予算などは別紙資料に記載しましたのでご覧く
ださい。 

平成平成平成平成 30303030 年度役員体制年度役員体制年度役員体制年度役員体制            （敬称略） 

会長会長会長会長    和田和田和田和田        美紀夫美紀夫美紀夫美紀夫    

副会長副会長副会長副会長    児島児島児島児島        則子則子則子則子    

副会長副会長副会長副会長    小林小林小林小林        久男久男久男久男    

理事理事理事理事    上條上條上條上條        勇夫勇夫勇夫勇夫    

理事理事理事理事    大日方大日方大日方大日方    司朗司朗司朗司朗    

理事理事理事理事    吉澤吉澤吉澤吉澤        政人政人政人政人    

理事理事理事理事    新井新井新井新井        守光守光守光守光    

理事理事理事理事    戸谷戸谷戸谷戸谷        顯光顯光顯光顯光    

理事理事理事理事    早河早河早河早河        由美子由美子由美子由美子    

理事理事理事理事    塩入塩入塩入塩入        章光章光章光章光    

理事理事理事理事    青木青木青木青木        忠造忠造忠造忠造    

理事理事理事理事    大日方大日方大日方大日方    孝二孝二孝二孝二    

監事監事監事監事    西條西條西條西條        経治経治経治経治    

監事監事監事監事    宮尾宮尾宮尾宮尾        芳雄芳雄芳雄芳雄    

総務総務総務総務・・・・安全防災部会長安全防災部会長安全防災部会長安全防災部会長    小林小林小林小林        今朝巳今朝巳今朝巳今朝巳    

〃〃〃〃副部会長副部会長副部会長副部会長    宮脇宮脇宮脇宮脇        早志早志早志早志    

環境環境環境環境・・・・衛生部会長衛生部会長衛生部会長衛生部会長    山野井山野井山野井山野井    政文政文政文政文    

〃〃〃〃副部会長副部会長副部会長副部会長    久保田久保田久保田久保田    清清清清隆隆隆隆    

高齢者部会長高齢者部会長高齢者部会長高齢者部会長    田島田島田島田島        賢一賢一賢一賢一    

〃〃〃〃副部会長副部会長副部会長副部会長    小林小林小林小林        久男久男久男久男    

女性部会長女性部会長女性部会長女性部会長    広岡広岡広岡広岡        光子光子光子光子    

〃〃〃〃副部会長副部会長副部会長副部会長    新井新井新井新井        としとしとしとし子子子子    

日赤奉仕団長日赤奉仕団長日赤奉仕団長日赤奉仕団長    岩下岩下岩下岩下        智恵子智恵子智恵子智恵子    

〃〃〃〃副団長副団長副団長副団長    小林小林小林小林        志志志志かかかか江江江江    

文化文化文化文化・・・・教養部会長教養部会長教養部会長教養部会長    松野松野松野松野        芳久芳久芳久芳久    

〃〃〃〃副部会長副部会長副部会長副部会長（（（（体育担当体育担当体育担当体育担当））））    松田松田松田松田        栄一栄一栄一栄一    

〃〃〃〃副部会長副部会長副部会長副部会長（（（（育成会担当育成会担当育成会担当育成会担当））））    大久保大久保大久保大久保    幸弘幸弘幸弘幸弘    

地域振興部会長地域振興部会長地域振興部会長地域振興部会長    海沼海沼海沼海沼        潔潔潔潔    

〃〃〃〃副部会長副部会長副部会長副部会長    宮尾宮尾宮尾宮尾        光男光男光男光男    

社会福祉部会長社会福祉部会長社会福祉部会長社会福祉部会長    小林小林小林小林        昭一昭一昭一昭一    

〃〃〃〃副部会長副部会長副部会長副部会長    伊藤伊藤伊藤伊藤        清長清長清長清長    

〃〃〃〃副部会長副部会長副部会長副部会長    新井新井新井新井        京子京子京子京子    

 

副会長副会長副会長副会長    児児児児    島島島島    則則則則    子子子子    

あいさつあいさつあいさつあいさつ    会長会長会長会長    和和和和    田田田田    美美美美    紀紀紀紀    夫夫夫夫    

副会長副会長副会長副会長    小林小林小林小林    久男久男久男久男    

 

 

 

 

長野市中条長野市中条長野市中条長野市中条２５４９２５４９２５４９２５４９－－－－２２２２    電話電話電話電話    ２６７２６７２６７２６７－－－－１０２０１０２０１０２０１０２０（（（（代代代代））））    

ＮＰＯ法人 

中 条 地 区 住 民 自 治 協 議 会 だ よ り 

中条支所 職員紹介 

 

 

 

 

 

 

 



虫倉山開山祭虫倉山開山祭虫倉山開山祭虫倉山開山祭・となりの・となりの・となりの・となりの村村村村のののの道道道道めぐりめぐりめぐりめぐり    

５月３日に加藤長野市長ほか来賓の方をお迎えして、「第２９回虫倉山開山祭」が行なわれました。前

日からの雨のため例年に比較して参加者は少なめでしたが、遠くは東京をはじめ県外からの参加者も

多く、信州百名山虫倉山の人気が年々広がっています。 

「となりの村の道めぐり」は朝までの雨も上がって、昨年より３会場増えて１４会場で創意工夫を凝ら

して、お客さんをお迎えしました。山菜の天ぷらなどは大人気でした。 

 

””””    中中中中条条条条のののの空空空空きききき家状況家状況家状況家状況はははは    ””””    

昨年度区長さん方のご協力により長野市が調査したところでは、中条地区では４００軒を超える空き

家が存在しています。市では空き家周辺の保安面や環境面から空き家の早急な対策が必要とのことか

ら「長野市空家等対策計画」を策定してその対策に取り組んでいます。 

人口が減少する中で、都会から田舎に移住を考えている方からの、空き家に関するお問い合わせも

多くあります。また、空き家物件の専門不動産屋さんの取扱いも増えています。 

その程度も様々で、利用が難しい物から、すぐにでも使える物までありますが、空き家の有効な利用

は、中条への移住定住の促進や地域づくりの活性化につながると思います。 

空き家の利用については、その所有者の方はもちろん、ひろく住民の方のご理解とご協力が必要で

す。空き家に関する情報などがありましたら住民自治協議会事務局にご連絡をお願いします。 

 賽銭箱賽銭箱賽銭箱賽銭箱のののの贈呈贈呈贈呈贈呈    

 手洗いにお住まいの近藤知幸さんから自作の賽銭箱の寄贈が

ありました。近藤さんは１０代から建具職人に弟子入りしてその後

建築事務所に就職依頼７３歳まで、大工さんとして働いて来まし

た。現在では、長年培った技術を生かして木製の箸を１８００膳もつ

くり、知り合いの方や会社関係、住自協にも配っています。箸袋に

も舞妓さんをイメージした折り紙に入れるなど工夫されていま

す。いただいた賽銭箱は早速開山祭で太田地籍にある「道しる

べ」で使用させていただきました。今後も機会ごとに利用させて

いただきます。ありがとうございました。 
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 民生民生民生民生・・・・児童委員協議会児童委員協議会児童委員協議会児童委員協議会はははは毎月定例会毎月定例会毎月定例会毎月定例会がありますがありますがありますがあります    

中条地区民生・児童委員は主任児童委員2人を含め17人名です。中条地区定例会は毎月10日に開催し

ています。はじめに民生児童委員唱和以下の内容で唱和します 

 

 

 

 

 

 

 

次に関係機関からの連絡事項等があり、ケースの検討では活動してきたことの報告や疑問点などを出し

合いながら委員皆で検討しそれぞれが、今後の活動を少しでもやりやすくなるように努めています。    
（民生・児童委員会） 

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり活動補助金活動補助金活動補助金活動補助金がががが決定決定決定決定しましたしましたしましたしました    

「太鼓体験」で子ども達に中条で根付ている、郷土の伝統

文化を伝え、ふるさとへの愛着心を育て継承し、地域作りに

とりくむために、市からの補助金「ながのまちづくり活動補

助金」を受けます。 

この補助金を活用して、２０年の活動実績のある、「中条虫

倉太鼓」のメンバーに手ほどきを受けながら、太鼓の練習を

行います。多世代の地域住民が関わって、地域の一体感・連

帯感を高めましょう。参加の方法等については、後日お知ら

せいたします。お問い合わせは自治協事務局

（026-267-1020）までお願いいたします。 

 

一、わたくしたちは、隣人愛をもって社会福祉の増進に努めます 

一、わたくしたちは、常に地域社会の実情を把握することに努めます 

一、わらくしたちは、誠意をもってあらゆる生活上の相談に応じ自立の援助に努めます 

一、わらくしたちは、すべての人々と協力し明朗で健全な地域社会づくりに努めます 

一、わたくしたちは、常に公正を旨とし人格と識見の向上に努めます 

アートロケーションアートロケーションアートロケーションアートロケーション「「「「場場場場
ば

」」」」におにおにおにお立立立立ちちちち寄寄寄寄りくださいりくださいりくださいりください    
５月５日に大畠に長野市内で金属造形作家として活躍中の角居さ

んと、神社の絵解きや絵馬作成の絵師の尾頭さんほか写真芸術や

建築家など 10 人で、この｢場｣をオープンしました。 

古民家を改修した建物に各方面で活躍のアーティストの方が作品

制作や展示を予定しています。 

この工房では普段見ることのできない作品制作中の様子を、地

区住民の皆さんはいつでもご覧いただけるとのことです。 

また、今後工房の一角に「カフェ」のコーナーを作る予定で、お茶を

飲みながら、国内や国外からお見えいただく作家の方とのおしゃべ

りも楽しめる場所になりそうです。 

窓窓窓窓がががが開開開開いていたらいていたらいていたらいていたら「「「「場場場場」」」」にににに立立立立ちちちち寄寄寄寄ってみましょうってみましょうってみましょうってみましょう。。。。    

 

 
霧の中全員で山の安全を祈願｢丸山公園｣ 賑わいの道めぐり「三ヶ野会場」 
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むしくらまつりで演奏する虫倉太鼓の皆

さん 


