松代地区住民自治協議会だより

№３１

平成２２年８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

松代のあんずは、300 年を超す長い歴史があるうえに品質が良い
ことで知られています。そこで多くの人に、この松代特産品を
味わって頂こうと、松代地区住民自治協議会産業観光部会 産業
振興委員会とエコ−ル・ド・まつしろ倶楽部郷土食専科では、
７月 11 日（日）にＡコ−プ松代店店頭で「第４回松代あんず祭
り」を開催致しました。祭りでは、生食あんずやあんず加工品の
試食、あんず加工の実演(シロップ漬け、ジャム)、そして生食
あんずとあんずドレッシングの販売を行いました。昨年松代
地区住民自治協議会のバックアップにより製造を開始したあん
ずドレッシングは、あんずの甘酸っぱさと風味が受けて好評を
博しました。果実の少ない季節ということもあって「松代あん
ず祭り」は多くの人で賑わいました。ご協力頂きました関係者
の皆様に感謝申し上げます。

現在、存続の危機に面している長野電鉄屋代線の利用促進
を図るため、去る７月１日(木)松代駅において、屋代線
存続対策部会は、乗降客にパンフレットを配布しました。
当日スタートしたパークアンドライド駐車場(松代駅北側
の無料駐車場)、割引回数券の
利用などをアピールしました。
地域の皆様におかれましては、
今まで以上に長野電鉄屋代線
をご利用して頂けますよう
ご協力をお願い致します。
屋代線に乗って
出かけませんか〜！

−①−

写真展のお知らせ
長野電鉄屋代線の電車および駅舎
の写真を展示致します。
【展示期間】８月１１日(水)〜
８月２３日(月)
(１７日(火)休館)
【時
間】10:00〜17:00
【場
所】喫茶 Gallery 象庵
竹山町(山寺常山邸近く)
【問合せ先】屋代線存続対策部会
☎２７８−１８８５

各 部 会
活動報告

ホタルの講演会を
開催しました！

第２回おもしろ科学
教室を開催しました

教育文化部会教育文化支援委員会では、昨年からの
継続事業である「ホタルの講演会」を去る６月１９日
に松代公民館にて開催致しました。
第一部では生物学博士 三石暉弥氏による「ホタルを
通して身近な水環境を考える」という演題で講演を

第２回(「楽しい磁石」「モーターを作って

していただきました。引き続き第二部では東条小学校
教諭 新井清規氏により環境大臣賞を受けた内容を
発表していただき、今後の事業の参考となりました。
多数の方にご参加いただき感謝申し上げます。

た。後半のモーター作りでは、材料から

回そう」)は 6 月 19 日(土)36 名にご参加
いただきました。前半の実演では磁石の
動きをみたり、モーターや科学の基となる
電流と磁石の働きについて実験をしまし
各自が組み立て、調整することにより回転
し、動き出す簡単なモーターを作る工作を
しました。
3 ㎝程の

鉄心にエナメル線を巻いて電磁石を作ることから始め、最後に乾電池を
つなぐと「回った！」「できた！」の喜びの笑顔と歓声が上がりました。
この体験、感動は科学への興味・関心を高めることにつながると思いま
す。参加者および関係者の皆様に感謝申し上げます。次回も多数の方の
ご参加をお待ちしております。(次頁に第３回のお知らせがあります。)

第６回マレットゴルフ
大会を開催しました！
福祉健康部会では、６月３０日(水)犀川第２緑地にて、昨年度に引き続き「第６回マレット
ゴルフ大会」を開催致しました。５０名の方にご参加いただき、好評のうちに終了致しました。
参加者及びご協力いただ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。(敬称略)
男子優勝者 沼田 清正 女子優勝者 青木 良枝
２位 馬場 洋一
２位 関屋 恵子
３位 滝沢 善太郎
３位 小山 とよ子
今後も多数の皆様のご参加をお願い申し上げます。(次頁に第７回のお知らせがあります。)

−②−

大人も子供
も夢中に！

各種お知らせ
第７回マレット
ゴルフ大会開催

第３回松代おもしろ
科学教室開催
◆日
◆場
◆内

時
所
容

◆対

象

◆定

員

◆申込方法

◆締め切り
◆連絡先
◆主

催

８月５日(木)9:30〜11:30
松代公民館 体育館
・身近なものによる電池
・空気でっぽうを作ろう
小学生(保護者、一般の方の参加も
可能です！)
２５名程度 残りわずか！！
(前回から引き続きお申し込みの方は
改めてお申し込みは結構です。)
申込用紙を松代公民館窓口まで
ご提出下さい。申込用紙は下記
連絡先にあります。
８月３日(火)
松代公民館
☎278−3912
科学教室担当：片岡 ☎278−8251
住民自治協議会教育文化部会
教育文化支援委員会

わくわく体験
倶楽部開催

【日
時】８月２５日(水) ＜小雨決行＞
【集合時間】午前 8:00(受付開始)
【終了時間】午前 12:00(予定)
【場
所】犀川第２緑地マレットゴルフ場
直接会場にお越し下さい
【競技方法】２７ホール パー１０８
ストロークプレー
【参 加 費】３００円（当日集金致します。）
【持 ち 物】スティック、ボール２個
※スティックとボールをお持ちで
ない方 100 円にて貸し出します。
申し込み時にお申し出下さい。

【申込方法】住所、氏名、電話番号、生年月日
を下記までご連絡下さい。
※欠席の場合は大会 5 日前までに
ご連絡下さいますようご協力を
お願い致します。

【申込締切】８月１０日(火)
【申 込 先】住民自治協議会事務局
☎２７８−１８８５
FAX２７８−６５０３
【主
催】住民自治協議会
福祉健康部会

【日 時】８月７日（土）
９：３０〜１５：３０
【場 所】文武学校・旧樋口家住宅
【内 容】◇体験

松代白バラ会
からお知らせ

けん玉・弓道・太極拳・押し花・
折り紙・尺八・ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ・投扇興他

◇発表
午前：ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ・MIXMAX(ﾛｯｸ真田節)
午後：太極拳・尺八・落語・けん玉他

８月８日(日)は
『長野県知事選挙』および
『長野県議会議員補欠選挙』の
投票日です！

【入場料】小・中学生入場無料日です。

【投票時間】午前７時〜午後８時まで

大人の方は入場割引券利用で 160 円
にて入場できます。

【持 ち 物】入場券

【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

政治に関心をもって
自分の大切な一票を
投じましょう
長野市明るい選挙推進協議会
松代白バラ会

一日楽しめますよ！

−③−

社会福祉協議会から
松代地区地域福祉活動の実行に向けてのお知らせ
日 時：８月２７日(金)午後 1:30〜3:30
場 所：松代保健福祉センター内 かがやきひろば松代
議 題：暮らしやすい松代にしよう！
※一人一人が暮らしやすくするために、一緒に話し合いましょう！

連絡先：松代ボランティア室(松代地区社会福祉協議会) ☎２７８−９５８０ 有線４３９５

2010 松代イヤー実行委員会で募集しましたマスコットキャラクターの愛称が決定致し
ました。今後、さらに『2010 松代イヤー』を盛り上げていきます。沢山のご応募ありが
とうございました。
最優秀賞：西村則子さん(長野市安茂里)
名前が決まりま
３匹の猿のファミリー名 「六モンキー」
した。ありがとう
お父さん(右) 「エッサ」
お母さん(左) 「ホイサ」
ございました！
子猿(後方中央)「サッサ」

イベントの
お知らせ

優秀賞：山岸大輝君(寺尾小学校４年)
特別賞：宮尾美代子さん(松代町松代)
長
長芋
芋 DDEE お
おや
やつ
つレ
レシ
シピ
ピコ
コン
ンテ
テス
スト
ト
【期
日】８月８日(日)【会
場】信州松代ロイヤルホテル
【審査発表】14:00〜16:00 ◆審査委員長 料理研究家 山本麗子氏
◎駐車場では地元の物産展等が行われます
◎抽選会もあります！
皆様のご来場を
【問合せ先】☎026‑278‑2534
お待ちしており
ます！

の予定表

5(木)

第 3 回松代おもしろ科学教室

7(土)

わくわく体験倶楽部

8(日)

2010 松代イヤー 長芋 DE おやつレシピコンテスト

11(水)

長野電鉄屋代線写真展(〜8/23 まで)

25(水)

第 7 回マレットゴルフ大会

27(金)

松代地区地域福祉活動実行委員会

〜編集後記〜
４月には JR 東日本で初の女性新幹線運転士が、７月には国内航空会社で初の女性
機長が誕生しましたね。機長になった藤さんは「これまで何千回、何万回とくじけ
そうになったが、折れずに続けていけば不可能も可能になる」と話されていました。
少しでもその気持ちを見習わなくては！と思います。
−④−

