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★第３回松代あんず祭りが開催されました★
松代産あんずの知名度アップと消費拡大を目指し、産業部会主催により７月５日（土）
Ａコープ松代店の店頭において「第３回松代あんず祭り」を開催致しました。試食・実演・
販売コーナーを９時より設けましたが、４５０名程の方々が訪れ、試食品・販売品ともに
１１時過ぎにはすべて無くなってしまうという盛況
ぶりでした。特に あんずドレッシング は、前日に
信濃毎日新聞に記事が掲載された事および店頭の試食
で味の良さがわかった事から人気が高く１０時３０分
過ぎには完売となりました。ご協力頂きました関係者
の皆様に感謝申し上げます。
あんずドレッシング

は下記の５店舗で
お買い求めになれます！
宮坂酒造店㈱
紺屋町 ☎２７８―２００６
㈲蔦屋本店
西木町 ☎２７８―２００５
おやきや総本家㈱ 殿 町 ☎２７８−３６４１
カネマツ物産㈲
伊勢町 ☎２７８−１５０１
久保青果
御安町 ☎２７８−２３５６

８月１０日（月）ＮＢＳ放送
『ＮＢＳ月曜スペシャル』
(午後７：００〜７：５４)
にて、あんずドレッシングが
紹介されます。
是非ご覧下さい！！

『中型ノンステップバス』試乗会が開催されました
現在、川中島バス株式会社の「松代篠ノ井線」及び「金井山線」
は、長野市が赤字分を補助する廃止路線代替バスとして運行
しております。上記バス路線の利用促進を図るため、去 る
６月２７日（土）松代地区バス路線対策委員会による「中型
ノンステップバス試乗会」を開催し、松代地区老人クラブ、
松代地区社会福祉協議会をはじめ
松代篠ノ井線に新しく
『清野停留所』ができ
総勢８７名の方々にご参加頂きま
ました！
した。バスの乗り口と車内床面との間のステップが１段という
乗降の便利さを体験したり、中ドアに備えられた車椅子用
スロープを使用した車椅子の試乗を体験しました。地域の皆様
におかれましては、今まで以上にバスをご利用して頂けます
よう、ご協力をお願い致します。

−①−

＜福祉講演会のお誘い＞

◆第３回マレットゴルフ大会が
開催されました◆

【日時】８月３０日（日）

６月５日（金）犀川第２緑地において、
「第３回
マレットゴルフ大会」が開催されました。
４５名の方にご参加頂き、好評のうちに終了致しま
した。参加者及びご協力頂きました関係者の皆様に
感謝申し上げます。主な成績結果は以下の通りです。
男子優勝者 久保 恩
（敬称略）
２位 間嶺 昭夫
３位 沼田 清正
女子優勝者 石引 やす江
２位 清滝 八重子
３位 間嶺 彩衣
今後も皆様のご参加を宜しく
お願い申し上げます。

午後２：００〜４：００
【場所】松代文化ホール
（松代支所西側）
＜入場無料！申込不要！＞
【演題】よろこびをもって共に生きる
〜福祉は私のライフワーク〜
【講師】福島

昭子氏

松本市市議会議員
県共同参画をめざす会会長
【主催】住民自治協議会福祉部会
【連絡先】住民自治協議会事務局
☎２７８−１８８５
中澤・大泉

〜 秋 ま つ り 実 行 委 員 会 よ り 〜
『男性用着物』
ご寄贈のお願い

『童謡の響くまち』音楽会と
舞台発表参加者募集

毎年秋に開催しております『まつしろ
御城下大市』
（真田十万石まつり）では、
江戸時代をイメージしたまちを作り、
観光客をはじめ多くの方にお楽しみ頂い
ております。そこで、本年 10 月 10 日(土)
11 日(日)『まつしろ御城下大市』で
使用する昔の着物を探しております。
現在使用していない着物でご寄贈頂ける
ものがありましたら、右記連絡先までご
連絡下さい。実行委員が伺い着物を拝見
させて頂きます。皆様のご協力を宜しく
お願い申し上げます。
【締 切】８月３１日（月）
―注意事項―
☆男性用の着物を希望致します。
☆無償提供頂ける物に限ります。
代金・御礼等は一切ございません。

秋まつり第１日目の行事として『童謡の響く
まち』音楽会と舞台発表を開催致します。
童謡のまち 松代 での楽器演奏・合唱等の
音楽会と、大門踊り・真田節等の舞台発表で
秋まつりを盛り上げたいと考えております。
つきましては、本年１０月１０日(土)にご参加
頂ける団体は下記連絡先までご連絡下さい。
【締 切】８月２０日（木）

＜連絡先＞
住民自治協議会 秋まつり実行委員会
（長野商工会議所松代支部内）
☎２７８−２５３４ FAX２７８−２５５４

−②−

★２０１０年度は松代イヤーです！★
２０１０松代イヤー準備委員会
委員長 中島嘉一郎(松代地区区長会副会長)
来年度の松代イヤーは、２００４年度(平成１６年度)の「エコール・ド・まつしろ」に
続き、「松代ブランド」の定着化を図るキャンペーンです。
これは、長野市が平成１８年３月に策定した長野市観光振興計画「１２００万人観光交流
推進プラン」５か年計画の最終年に実施され、松代を集中的に宣伝キャンペーン展開する
ものです。このキャンペーン準備を行うため、松代地区住民自治協議会が中心となり
「２０１０松代イヤー準備委員会」を設置しました。委員会では、前回の「エコール・
ド ・まつしろ２００４」の成果を踏まえながら、中心市街地の活性化、文化遺 産の
活用、自然豊かな里山散策、食などについて様々な視点から検討しております。今後、
順次皆様に内容をお知らせする予定です。
また、松代イヤーは、住民の皆様の積極的な参加と多彩な企画により、元気なまちづくり
を 進めて いくものです。 松 代イヤ ー に 向けて、皆様のお考えを松代地区住 民 自 治
協議会事務局(☎２７８−１８８５)までお寄せください。

≪元気なまちづくり市民会議開催のお知らせ≫
【日

時】８月８日（土）午後２：００〜４：００

＜入場無料！申込不要！＞
【場 所】サンホールマツシロ
・ ・ ・ ・
【テーマ】元気なまつしろづくりへの住民参加＜パネルディスカッション方式＞
「訪れてみたくなる地域づくり」「中山間地域の活性化」「都市内分権」
【コーディネーター】中島 嘉一郎 松代地区区長会副会長
【 パ ネ リ ス ト 】鷲沢 正一
長野市長
半田 孝一
長野市農業委員

【主

田中 雅登
松代地区区長会会長
香山 篤美
松代中心市街地活性化協議会会長
池田 竜夫
長野商工会議所青年部松代支部直前支部長
催】松代地区区長会【連絡先】住民自治協議会事務局 ☎２７８−１８８５

随時申込を受け付けて
おります！！

◆福祉のまちづくりにあなたも参加しませんか？◆
松代地区社会福祉協議会では、 福祉のまちづくり に協力して頂ける方を募集しております。
☆どんなことをするの？
・日常生活の支援・家事援助（掃除・洗濯・草取り・剪定・ゴミ出し等）
・福祉自動車「すこやか号」の運転・・・※こちらは８月３１日(月)に
☆いつ活動するの？
１度締め切らせて頂きます。
・午前８時〜午後４時３０分の間の可能な時間
★住民参加型有償ボランディア活動によるサービス 申込先★
松代地区社会福祉協議会ボランティア室（松代支所内）☎２７８−９５８０ 有線４３９５
−③−

松代白バラ友の会より

屋代線の将来を考える
シンポジウム ありが
とうございました！

来る８月 ３０ 日 (日)に衆議 院議員総選 挙 が実施され
ます。また、１０月には長野市長・長野市議会議員補欠
選挙が予定されております。あなたの尊い一票を

投じましょう！！

あなたの一票
明日への希望
・明るい選挙推進協議会
・松代白バラ友の会

松代支部

★わくわく体験倶楽部のご案内★
【日 時】８月８日（土）９：３０〜１６：００
【場 所】文武学校
【内 容】体験メニュー：落語・けん玉・弓道・押し花・
◇9:30〜14:00 三味線・浴衣着付け等

けん玉パフォーマンス実演他
◇13:00〜
【入場料】小・中学生入場無料日です。
大人の方は入場料（２００円）が必要です。
【連絡先】エコール・ド・まつしろ倶楽部内
わくわく体験倶楽部実行委員会
☎２７８−０５５０ FAX２７８−０５５１

『８月の
予定表』

実行委員長 茅野 實
去る７月４日(土)に開催致しま
した「公共交通を考える市民の
集い〜屋代線の将来を考える〜」
に際しまして４２０名の皆様に
ご参加頂きありがとうございま
した。皆様の関心の高さを改めて
実感した次第です。
今後も地域の皆様と連携しなが
ら、屋代線の将来をつくるために
尽力させて頂きます事をお約束
し、お礼とさせて頂きます。
【事務局】
「公共交通を考える市民の集い」
実行委員会
長野市県町５３２−３
県労働会館内
☎２３５−３３２５

2(日)

第２回三世代グランドゴルフ大会(協議会だより No.16 参照)

5(水)

第３回松代おもしろ科学教室(協議会だより No.16 参照)

7(金)

第４回マレットゴルフ大会(協議会だより No.16 参照)

8(土)

元気なまちづくり市民会議

30(日)

福祉講演会

住民自治協議会事務局より
住 民 自 治 協 議 会 の 部 会 の 構 成に つ い て
組織検討委員会におきまして、案が
まとまってきました。今後、８月〜９月にかけて、
平成２２年度から予定している部会毎の会議を
開催していきたいと思います。各種団体の団体長様
におかれましては、ご協力をよろしくお願い致します。

−④−

〜編集後記〜
去る７月２２日は日本で皆既日食が観測
できる日でした。松代では部分日食でし
たが『天文ショー』を楽しみました。
次回、日本で皆既日食が観測できるのは
２０３５年９月２日の北陸・北関東だそ
うです。体験できるでしょうか！？

