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◆松代地区住民自治協議会では、地区説明会を開催しています。

これは、来年度からの長野市の設置した各種団体の見直しと
補助金の一括交付に伴い、松代地区住民自治協議会の方向性に
ついて説明を行うものです。１１月に開催予定の会場は下記の
とおりです。お近くの会場へ足を運 んでいただき、貴重な
ご意見・ご要望をお寄せください。
11 月 6 日(金)19:00〜 表柴町公民館
11 月 11 日(水)19:00〜
11 月 7 日(土)15:30〜 豊栄公民館
11 月 12 日(木)16:00〜
11 月 7 日(土)19:00〜 小島田公民館
11 月 12 日(木)19:00〜
11 月 8 日(日)13:30〜 大室公民館
11 月 14 日(土)19:00〜
11 月 8 日(日)16:00〜 大室団地集会所 11 月 15 日(日)19:00〜
11 月 10 日(火)19:00〜 中町公会堂

牧島公民館
西条財産区
表組公民館
柴公民館
東寺尾公民館

◆今までの説明会で多かった質問、要望等
質問１：市から松代地区住民自治協議会（以下「協議会」）へ一括交付金が入るということだが、
老人クラブなども、全て協議会に対して補助金等の申請をしていくのか？
回答１：２２年度から協議会に交付される一括交付金は、見直し対象団体（区長会、交通安全
推進委員会、保健補導員会、環境美化連合会、少年育成委員会、地域公民館連絡協議会、
青少年育成市民会議、子ども会育成連絡協議会、人権同和教育促進協議会）が、団体と
して受けていた補助金のみです。それ以外の団体や各区に対して直接交付される補助金
等は、今までどおりの事務手続きとなります。
質問２：協議会の部会の構成団体になると、２２年度から補助金がもらえるのか？
回答２：協議会の部会を構成する団体に対して、補助金等が交付されることはありません。部会
の事業として実施していくもののみ、住民自治協議会のお金が使われます。
質問３：協議会に納めている１，０００円の負担金は何に使われているのか？
回答３：負担金は松代地区のまちづくりのために、おまつりのほか、各部会の事業や各地域単位
の事業に使われています。今後とも一層の会計の透明性を図り、皆さんのご意見を反映
した住民のための事業を実施するようつとめてまいります。また、１０００円は地区内
統一して「負担金」としてお願いしており、地区全体では約９２％の世帯の方にご協力
をいただいています。
要望１：協議会活動と社会情勢を考慮して、負担金等を値下げする検討をして欲しい。
要望２：住民自治協議会会長などの役員は、住民が納得のいく方法で選出して欲しい。

２０１０年は松代イヤー観光キャンペーンです！
−①−

≪松代藩

真田十万石まつりが開催されました≫

１０月１０日（土）１１日（日）松代藩 真田十万石まつりが開催されました。両日とも天気に
恵まれ多数の方にお越しいただき、松代城周辺をはじめ松代町内は賑わいを見せました。
１１日（日）には出陣イベントとして「相馬中村藩古武道演武」の披露、
また、長野市との姉妹都市提携５０周年を記念して来日中の米国フロリダ
州クリアウォーター市長らの真田十万石行列への参加等、注目を集めました。
ご協力頂きました関係者の皆様に感謝申し上げます。

に高い関心！！

≪来場者の声≫
◆松代にこのような素晴ら
しい製品や技がある事を
初めて知りました。
◆伝統ある技が途絶える事
のないよう望みます。
◆世界につながる製品が
作られていることを知り
誇らしく思いました。さら
に松代の工業が発展する事
を望みます。

松代の伝統ある製品や最新の製品を展示し、
職人さんや技術者の皆さんの優れた技(わざ)と
技術を広く紹介することを目的として、産業部会
主催により、１０月１１日(日)松代公民館体育館に
おいて「松代ものづくり展」を開催致しました。
今回初めての試みでしたが、
２５社から自慢の製品や作品
を写真も交えて出展して頂き
ました。当日は、町内外から
５００人近くの方々にお越し頂き、大盛況でした。ご協力頂き
ました関係者の皆様に感謝申し上げます。

今年度のマレットゴルフ大会が終了しました
今年度の健康増進部会主催マレットゴルフ大会が第５回大会をもちまして終了致しました。初め
てマレットゴルフに挑戦する方から大ベテランの方まで毎回大勢の皆様にご参加いただきまし
た。怪我や事故もなく終了することができましたこと、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。これからも地域の皆様の健康増進のために健康増進講座等を計画して
まいりますので、皆様のご参加をお願い致します。
８月７日(金)「第４回大会の主な成績」４１名参加 犀川第２緑地
男子優勝者 石引 紀廣 女子優勝者 和田 睦子 (敬称略)
２位 近藤 智雄
２位 関屋 恵子
３位 中澤 成美
３位 間嶺 彩衣
１０月２日(金)「第５回大会の主な成績」５０名参加 犀川第２緑地
男子優勝者 久保 光彦 女子優勝者 坪内 和子 (敬称略)
２位 山本 實
２位 石引 やす江
３位 中山 寿一
３位 東条 まつ子

第１１回 青少年育成松代地区会議研修会開催のお知らせ
≪研修会テーマ：心豊かな子どもを育てる地域と家庭のあり方≫
【日時】１１月１４日（土）１３：３０〜１６：００(受付開始１３：００)
【会場】サンホールマツシロ 大ホール＜入場無料。申し込み不要。＞
【内容】○アトラクション 合唱発表 清野小学校全校生徒
○講 演 会
「子どもが育つみちすじと親のかかわり方」
講師 岡野 雅子 氏 信州大学教育学部 教授
【問合せ先】青少年育成松代地区会議事務局 長野市松代支所内(☎２７８−２２８０)
−②−

◇最近の地震科学を語る講演会
＆アトラクション◇
【日
【会
【内

時】１１月１５日（日）
午後１：３０〜４：００ (開場１２：３０)
場】松代公民館体育館＜入場無料。申し込み不要。＞
容】◎アトラクション

サキソフォン演奏による唱歌と童謡等
願行寺副住職

宮本

晋界

電気と磁気の正体をさぐる

◎講 演
地震のメカニズムについて
―松代群発地震をはじめとして―

2. 静電気で遊ぼう！
空中を遊泳するクラゲ等

理学博士
三上 直也 氏
(気象庁地震火山部精密地震観測室室長)
【駐車場】駐車場が狭いためなるべく徒歩、自転車でお出
かけ下さいます様ご協力願います。
なお、下記駐車場もご利用可能です。
☆真田宝物館西側駐車場
☆松代城周辺駐車場
☆象山東駐車場(代官町)
【主 催】住民自治協議会教育文化部会
松代公民館
【共 催】住民自治協議会安心安全部会
【連絡先】住民自治協議会事務局
☎２７８−１８８５ 中澤・大泉

≪松代の歴史的建造物調査報告会≫

長野市教育委員会文化財課
松代登録文化財推進委員会
【主

催】住民自治協議会歴史的建造物活用関連事業部会
NPO 法人夢空間松代のまちと心を育てる会
【共 催】住民自治協議会まちなみ景観部会
住民自治協議会教育文化部会
松代中心市街地活性化協議会
エコール・ド・まつしろ倶楽部
松代文化財ボランティアの会
長野商工会議所松代支部
長野市教育委員会
神奈川大学 町づくり研究所
【連絡先】住民自治協議会事務局 ☎２７８−１８８５
−③−

【対象】小学生
(保護者、一般の方も可)
【定員】３０名
【申込方法】松代公民館窓口の
用紙にて、お申し込み下さい。
【申込期間】

10月23日(金)〜11月6日(金)
【連 絡 先】
※松代公民館
☎２７８−３９１２
※住民自治協議会事務局
☎２７８−１８８５
【主催】住民自治協議会
教育文化部会
【共催】松代公民館
―※―※―※―※―※―※―

★今回で今年度のおもしろ
科学教室は終了です。
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。
神 奈川 大学 西和 夫教授 は平 成十 四年 度か ら
松代地区の歴史的建造物の保存活用のための
調 査を し松 代の まちづ くり に多 くの 提言 を
してこられました︒
長野市教育委員会は西和夫教授に松代地区の
歴 史的 建造 物の 調査を 依頼 し︑ この 程調 査
結果がまとまりました︒
皆様のご参加をお待ち致しております︒

時】１１月２７日（金）
午後１：３０開演＜入場無料。申し込み不要。＞
【会 場】サンホールマツシロ
【報告者】西 和夫 氏 神奈川大学名誉教授
神奈川大学町づくり研究所所長
【日

【日時】11 月 14 日(土)
９：３０〜１１：３０
【場所】松代公民館体育館
【内容】

1. 磁石とコイル

氏

―歴史的建造物を活かしたまちづくり―

◇第４回松代
おもしろ科学教室◇

商店街活性化シンポジウム開催のお知らせ
今こそ、商店会の社会的役割に自信と誇りを！
【日
時】１１月１０日（火）

−１１月の催事予定−

１４：００〜１５：３０
場】勤労者女性会館「しなのき」＜入場無料＞
容】−第１部− 基調講演
「相模原市の商店街活性化への取り組み」
講師 秋葉 秀二 氏 相模原市商店会連合会顧問
−第２部− パネルディスカッション
「地域コミュニティの核として望まれる商店会の役割」
【申込方法】事業所 or 団体名、所属、役職、氏名、電話番号、FAX
番号を下記までご連絡下さい
【申込み先】松代商店会連合会 ☎２７８−２５３４
【主
催】長野市商店会加入促進条例検討協議会
【会
【内

『１１月の
予定表』

エコール・ド・まつしろ倶楽部

14(土) 奇妙山登山(協議会だより No.19 参照)
14(土) 第４回松代おもしろ科学教室
15(日) 最近の地震科学を語る講演会
27(金) 松代の歴史的建造物調査報告会

○松代雅楽秋の定期演奏会
【松代雅楽専科】
日 時/11 月 3 日(火)10:00・14:00
会 場/文武学校 文学所
入場料/無料(無料開放日)
○御家流・お香の会【香道専科】
日 時/11 月 3 日(火)13：00
会 場/山寺常山邸
参加費/2500 円(抹茶付)
定 員/15 名 ※要予約 ☎278‑0550
○長いも掘り体験
【アグリサポート松代専科】
期 間/11 月中旬〜12 月中旬
場 所/松代城北駐車場周辺
時 間/11：00・13：30
参加費/1000 円（長いも 3 ㎏お土産付）
申込み/5 名から受付 1 週間前までに
下記までお申込み下さい
申込先/☎278‑0550

住民自治協議会事務局より
住民自治協議会では、当会が主催、共催する活動、行事中に生じる事故等を補償する
自治会活動保険に加入しております。松代地区全住民を対象に松代地区住民自治協議会が
一括で加入手続きを行いました。保険料は 1 世帯あたり 157 円、うち住民負担分は 100 円となって
おります。

万が一事故が発生しましたら主催者は下記保険会社まで連絡をお願い致します。

賠償責任

費用損害

傷害事故

傷害見舞費用

対人・対物 1 億円
(最高限度額１事故につき)
●行事のため借りていたス
ピーカーを壊した
●おみこしが商店に飛び込
みガラスを割った

50 万円
(最高限度額)
●雨でスポーツ
大会が中止した
ときのお弁当の
キャンセル料

300 万円(入院 3,000 円
通院 2,000 円)
●運動会競技中にケガ
をした
●清掃活動(草刈り)中
にケガをした

10 万円
(最高限度額)
●行事中に来賓が
ケガをした
●お祭り参加中住
民の親族がケガを
した

事故が発生した場合は
≪東京損害生命保険サービスオフィス≫
千曲市屋代 2368 ☎ 026(273)0066 FAX 026(273)3372
緊急時(365 日・24 時間受付) ☎ 0120‑024024
〜編集後記〜
七五三の時期ですね。すでに参拝、お祝い等された方もいらっしゃると思います。
昔は子供の死亡率が高く、七歳までは神の子と考えられ、社会に出るのは七歳を
過ぎてからとされていました。日頃、ついつい子供に対して口うるさく叱ってし
まいますが、子供の成長を感謝しなければいけませんね。
−④−

