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【日時】３月８日(月)午後５：３０から 
 ＜事前申し込み不要！！＞ 

【場所】長野市松代支所 ２階 大会議室 

【内容】長野電鉄屋代線の現状・課題 

      長野電鉄株式会社 代表取締役社長 笠原 甲一氏 

    長野電鉄屋代線総合連携計画素案について 

      長野市交通政策課 課長 広沢 吉昭氏 

【主催】長野電鉄株式会社 

 
 

 

 

 

 

 

 

松代地区住民自治協議会だより №２６ 

平成２２年３月１日発行 松代地区住民自治協議会 長野市松代支所内 電話２７８－１８８５ 

ホームページ http://www.matsushirochiku.com/ メールアドレス mail@matsushirochiku.com 

屋代線について一緒に 

考えましょう！ 

健康講演会が開催されました！ 

去る２月３日(水)松代保健センターにて、

健康増進部会と保健補導員会共催で 

中村嵩先生(佐久平総合リハビリセンター

副理事長)をお招きし「笑顔とふれあいで

健康なからだづくり」を題し講演会を開催

致しました。“信州のきみまろ”といわれ

る先生のお話に笑顔の絶えない有意義な

時間を過ごす事が出来ました事を参加者

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。これからも健康増進の

ために事業を計画してまいります。皆様の

ご参加、ご協力をお願い致します。 

協議会だより No25(平成 22 年 2 月

15 日発行)にてお知らせしました

屋代線を残そう！市民の集
い(平成 22 年 3 月 3 日(水)18：00

～20：00 於長野市若穂支所 2 階)に

関する情報です！！ 

講演会当日「ながで
んシネマきっぷ」
(1,800 円相当■映画

館チケット 1 上映分 

■長野電鉄 1 日フリー 

乗車券)が当たる大抽選会がありま

す。20名の方にプレゼント致しま

す。是非お誘いあわせの上、ご参加

下さい。 

[松代駅発 17:21―若穂駅着 17:34]

の電車に乗って若穂に 

行きましょう！！ 
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【期  日】４月２９日（木）前日豪雨・当日雨天の時中止 

【集合場所】ＪＡ長野県総合研修所 第二駐車場（松代町大室）ｱｽﾌｧﾙﾄ駐車場手前の砂利の駐車場 

【日  程】  ８：３０ 集合・点呼・開会式 

９：００ 登山開始 

１１：４０ 奇妙山々頂到着(海抜1,099.5ｍ) 

休憩・昼食 

１２：４０ 奇妙山々頂出発 

◎Ａコース(7ｋｍ)          ◎Ｂコース(8ｋｍ） 
  [往復同コース]             (復路尼巌山経由コース)[健脚者向き] 

１４：３０駐車場到着      １３：２０尼巌山到着 

  点呼・解散      １５：２０駐車場到着、点呼・解散 

【参  加 費】500円(傷害保険料、資料代他）当日受付で納めて下さい。 

【持 ち 物】トレッキングに適した動きやすい服装・登山靴 or 靴底が滑らない靴・杖・帽子・手袋・雨具・ 

防寒具・リュックサック・昼食・飲料水・救急薬・タオル等 

【定  員】Ａ・Ｂコース合わせ１５０名 先着順。(引率登山案内者20名～30名同行致します)受付人数が

150 名に達した時点で締め切ります。申込後に定員内に入っているか必ず確認後、ご参加 
下さい。なお、小学校３年生以下のお子さんは保護者同伴でご参加下さい。 

【申込期間】３月２３日(火)～３月３０日(火) 

【申込方法】住所、氏名、電話番号、生年月日、希望コース(Ａ・Ｂの別)を、下記のいずれかの方法

で松代地区住民自治協議会までお知らせ下さい。 

① FAX ：０２６（２７８）６５０３ 
②  ☎ ：０２６（２７８）１８８５ 
③ Mail：mail@matsushirochiku.com 

【注意事項】★集合場所、コースをパンフレットでご確認下さい。パンフレットは、松代地区住民自治協議会、

松代公民館、登山口ポスト(4箇所)等にあります。 

★出発時に点呼をし、下山後にも必ず点呼を受けて解散して下さい。 
★ケガ等は自己責任で処理をお願いします。 

【主  催】2010松代イヤー実行委員会 

【共  催】寺尾地区区長会、松代公民館寺尾分館、小島田地域公民館、小島田育成会、 

尼巌山・奇妙山トレッキングの会 

【問合せ先】松代地区住民自治協議会事務局 ☎２７８－１８８５ 

※尼巌山に比べ奇妙山は「きつく・
長い」コースですので体調等考慮し
参加をお考え下さい！ 

「あんずドレッシング」の製造・販売に向けて産業部会からのお知らせ 
松代地区住民自治協議会の発案商品として、昨年７月「あんずドレッシング」の販売を開始
しました。江戸時代初期からの古い歴史を持つ松代のあんずは、これまで生食用のほかジャムや
シロップ漬け等に加工されていましたが、更にあんずの用途を拡げるため、ドレッシングに加工

し、販売したものであります。おかげさまであんずの持つ“酸味と甘味、鮮やかな色合い”
が活かされた製品に仕上がり、好評を博して発売２ヶ月程で売り切れてしまいました。 

そこで本年は更に生産量を増やし、松代を訪れる多くの方々にお買い求め頂くなどして松代の 
土産品になるよう努めてまいります。皆様もお知り合いの方などに PR していただければ有り 

難く存じます。本年の「あんずドレッシング」の発売は、あんずが収穫される７月初め頃と
なります。「あんずドレッシング」の取扱店などについてのお問い合わせは、松代地区住民自治

協議会事務局(☎278－1885)までお願い致します。 
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長明寺

浄福寺

長国寺

松代高校

県警機動隊

東条小学校

松代ロイヤルホテル

ＪＡ松代

城北団地

長野電鉄屋代線

松代駅

市松代支所

関屋川

関屋川

県道長野真田線現道

国道４０３号

一級河川蛭川

皆神台団地

関屋川河川敷利用区間

延長１，４４０ｍ

【平成２１年度】

○設計を実施

○設計に係る地元説明会を開催

○用地測量を実施

○移転対象物件調査を実施（一部）

【平成２２年度（予定）】

○用地買収に着手

○物件移転補償に着手

【平成２１年度】

○関屋川河川敷境界確定の
ための測量を実施

【平成２１年度】

○関屋川堤防掘削工事を施工
延長２７４ｍ

【平成２１年度】

○関屋川堤防掘削工事
を施工

延長１４８ｍ

【平成２１年度】

○中心線・縦断・横断測量を実施
○設計に着手

【平成２２年度（予定）】
○設計に係る地元説明会を開催

○用地測量に着手

上信越自動車道

長野ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ
【平成21年度】 
○関屋川河川敷利用
区間(一部)で、暫定的
な堤防掘削工事を施
工しました。 
○終点側(南側)の、関
屋川から現道までの
区間の設計を済ませ、
用地測量及び移転対
象物件調査(一部)を
実施しました。 
○関屋川河川敷境界
確定(一部)のための
測量を実施しました。 
○起点(北側)から城
東区付近までの区間
の中心線・縦断・横断
測量を済ませ、設計に
着手しました。 
 
【平成22年度の 

予定】 
○所要の都市計画決
定変更の手続を行い
ます。なお、変更内容
は現在のところ未確
定です。 
○関屋川河川敷利用
区間で、引続き工事を
進めていきます。 
○終点側(南側)の、関
屋川から現道までの
区間で、用地買収に着
手します。 
○関屋川河川敷境界
確定のための測量を
引続き進めていきま
す。 
○起点(北側)から城
東区付近までの区間
の設計を済ませ、地元
説明会を開催し、用地
測量に着手します。 
○設計に係る地元の
皆様との協議を、区間
を問わず、必要に応じ
て行っていきます。 
 
※この内容に係る 
御意見及び御質問等
は、長野県長野建設 
事務所計画調査課 
(026－234－9540)が 

お受けします。 

事業区間延長２，８８０ｍ 
幅員１２～１６ｍ 

都市計画道路真田線(県道長野真田線松代バイパス)の建設事業施行状況をお知らせします。 

(下図      部分) 
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◆日  時 ４月８日(木)９：００～１５：３０ 

◆行  程 JR 長野駅東口(9:00)～神田川沿いアンズ並木(車中より見学)～ 

 松代城(9:40～9:50)～象山神社～山寺常山邸(10:15～10:35)～ 

明徳寺～東条杏畑・窯元見学(11:25～12:30)～昼食及び入浴(松代

荘 12:30～14:30)～JR 長野駅東口(15:30) 
[天候、花の開花状況によりコース変更あり] 

◆募集人数 １００名(定員になり次第締め切らせていただきます) 

◆締め切り ３月２５日(木) 

◆参 加 費 ５，０００円(交通費・昼食・入浴・保険料等含む) 

◆申込方法 ハガキに郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号をご記入の

上、下記事務局までお送り下さい。折り返しご連絡を差し上げます。 

      ※松代城から乗車も可能です。ご希望の方はその旨、ご記入下さい。 

◆事務局／ハガキ送付先 

      〒３８１－１２３１ 

       長野市松代町松代１３６１ 

 長野商工会議所松代支所内 

        松代城春まつり実行委員会 宛 

      ☎２７８－２５３４ FAX２７８－２５５４ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～編集後記～ 
バンクーバー冬季オリンピックが閉幕しましたが、皆さんはウインタースポーツは
楽しまれましたか？県外に出ると長野県民は“スキー・スケートは出来て当たり前”
と思われがちですよね。私は運動音痴ですが、スキー・スケートだけは下手ながら
も子どもの頃から楽しんでいました。子ども達にも、冬の寒さに負けずウインター
スポーツを楽しんでほしいと思っています。 

 社会福祉協議会からのお知らせ  
★じゅず玉でアクセサリーを作ろう 
◎日 時 3 月 19 日(金)午後 1：30～3：30 
◎場 所 長野市松代支所 2 階大会議室 
◎持ち物 裁縫道具 
◎参加費 １００円  
★お茶の間サロンのつどい開催！！ 
サロン活動をしている人もサロンを知らない人も 

誰でも参加できます。年に 1度の大交流会！ 
◎日 時 3 月 11 日(木)午後 1:00～4:00 
◎場 所 松代保健福祉センター 
◎持ち物 笑顔だけ～  
◆問い合わせ先◆ 

松代ボランティア室(松代地区社会福祉協議会) 
  電話 ２７８－９５８０ 有線 ４３９５ 
松代ふれあい交流ひろば           
  電話 ２７８－００５０ 有線 ２０３２ 

杏お花見 
バスツアー 

【日 時】３月７日(日) 
     ９：３０受付開始、ひな作り 
    １０：３０お祓い 
    １１：００流しびな開始 
【場 所】象山神社社務所 
【連絡先】ｴｺｰﾙ・ﾄﾞ・まつしろ倶楽部内 
     松代ひなまつり実行委員会 

事務局 
     ☎２７８－０５５０ 
 

甘酒サービス 

ありま～す！！ 

流しびなのお知らせ 

 ボランティア 
サロン 


