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被災地の皆様方に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をご祈念申し上げます。

＜救援物資の受け入れについて＞

＜義援金について＞

受付期間

受付期間 平成 23 年 9 月 30 日(金)まで
○郵便振替(郵便局)
名
義 日本赤十字社 東北関東大震災義援金
口座番号「００１４０−８−５０７」
○銀行振込 八十二銀行 本店営業部 普通預金
名
義 日本赤十字社長野県支部長
口座番号「９８３０３５」
詳細は日本赤十字社ホームページ
http://www.jrc.or.jp/ をご覧下さい

当面平成 23 年 4 月 30 日(土)まで
(土・日・祝日含む)

受付場所
受付時間
受入物品

長野市民会館集会室
午前 9 時〜午後 7 時
① 水
(500mℓ、１ℓ、２ℓのペットボトル)

② 保存食
(カップ麺、インスタント麺、
アルファ米)

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

粉ミルク
生理用品
紙おむつ(幼児用)
高齢者用おむつ
尿失禁用パッド
マスク
トイレットペーパー
ボックスティッシュ
ウエットティッシュ
使い捨てカイロ
乾電池(単１〜単４)
毛布
(新品又はクリーニング済みの毛布
布団は不可)

○現金受付(義援金箱を設置)
受付場所 長野市役所および各支所
市内各老人福祉センター
かがやきひろば松代(電話：278−0050)

＜災害ボランティアについて＞
長野市社会福祉協議会(ふれあい福祉センター１階
長野市ボランティアセンター 電話：227−3707)で
ボランティア登録のみ受け付けております。
被災地の受け入れ体制が整い次第、順次、派遣して
まいります。

⑮ タオル
⑯ ブルーシート
※ 毛布以外は、新品、未開封のものに限る。

◆義援金、救援物資に関するお問い合わせは
長野市役所総務部庶務課 ☎ 224-5002 まで

【定期総会】 とき ：４月２８日（木）午後６時〜
ところ：長野市松代支所２階大会議室
平成２３年度定期総会を開催し、平成２３年度事業計画および予算が
決定致します。なお、定期総会へは、評議委員にご出席いただくこと
になりますが、公開で行いますので住民の皆様の傍聴は可能です。

−①−

去る 3 月 5 日(土)6 日(日)の 2 日間、Ａコープ
松代店の店頭における署名活動にてご署名
いただいた 1,736 名分、3 月 18 日(金)までに
各御家庭でご協力いただいた 12,760 名分、
計 14,496 名分の署名簿を 3 月 22 日(火)
長野市長に提出致しました。ご協力いただき
ました皆様に感謝申し上げます。これからも
地域の皆様のご理解とご協力をよろしく
お願い致します。

3 月 15 日付けの回覧でもお知らせしましたが、

屋代線の今後を考えるプロジェ
クトメンバーを募集しています。鉄道関係
に携わった方、屋代線存続に熱意と情熱を持っ
ている方等の応募をお待ちしています。一緒に
屋代線の今後を考えましょう。
＜応募先＞
松代地区住民自治協議会屋代線存続対策部会
☎ ２７８−１８８５
FAX２７８−６５０３

東日本大震災および長野県北部地震を受け、4 月 7 日(木)〜17 日(日)に開催を予定していました
松代城春まつりの中止を決定致しました。今回の決定に際しまして、皆様のご理解・ご了承を
いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
最後になりましたが、被災地の皆様方には心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い
復興をご祈念申し上げます。

[下記のイベントは中止になりました]
■お花見コーナー
■ブース出展
■伝統芸術・芸能・音楽等の発表
■灯りの演出
★松代城本丸内桜ライトアップ★筒絵灯り

[下記のイベントは開催予定です]

◆問い合わせ先◆
住民自治協議会春まつり実行委員会
(長野商工会議所松代支所内)
☎０２６−２７８−２５３４

(規模縮小等、内容を変更する場合がございます)

春の松代城写生大会

野菜祭りのお知らせ
日 時 ４月１６日(土)１７日(日)
場 所 JA 清野支所跡地(清野中道島)
販売品 清野の長芋、トマト、キュウリ、葉物等
主 催 住民自治協議会産業部会
産業振興委員会[清野農業活力の会]
共 催 エコール・ド・まつしろ倶楽部
郷土食専科

期間

４月２日(土)〜１０日(日)
午前１０時〜午後３時(予定)
場所 東条菅間地区の道路沿い
内容 案内所・お休み処・農産物の直売など
★あんずの里散策マップあります！
あんず畑周辺の散策にご利用下さい！
主催 東条あんず花まつり実行委員会
☎
２７８−１８８５

【期
日】４月１６日（土）[雨天中止]
【場
所】松代城跡
【受
付】午前 9:00〜9:30
【作品提出】午後 2:00
(クレヨン画、水彩画、油絵)
【持 ち 物】筆、絵の具、画板等
画用紙は受付で配布致します。
【注意事項】
・参加無料・申込不要です！
・小学生以下の方は、保護者同伴にてご参加
下さい。
・出品者の作品を松代公民館体育館で展示
致します。
＜期間：4 月 18 日(月)〜4 月 28 日(木)＞
・優秀作品には、賞状と景品が出ます！
【主 催】住民自治協議会
教育文化部会 教育文化支援委員会
【共 催】松代公民館、松代美術協会
【協 賛】ｴｺｰﾙ・ﾄﾞ・まつしろ倶楽部【絵画専科】
【連絡先】住民自治協議会事務局☎278‑1885
松代公民館
☎278‑3912
−②−

マレットゴルフ大会参加者募集！
【日
時】平成２３年４月２４日(日)午前９：００〜１２：００ (予定)
【集合時間】午前８時４５分 ＜小雨決行＞
【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
平成２３年度の日程
【参 加 費】５００円（当日受付にて集金致します）
【持 ち 物】スティック、ボール２個 (100 円にて貸し出し可能※要申込) (都合により変更もあり)
【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
４月２４日(日)
※欠席の場合は大会『５日前』までに必ずご連絡下さいます
６月２６日(日)

ようご協力をお願い致します

【申込締切】平成２３年４月１５日(金)
【申 込 先】住民自治協議会事務局 ☎ ２７８−１８８５
FAX ２７８−６５０３
Mail mail@matsushirochiku.com
【主
催】住民自治協議会福祉健康部会

８月２８日(日)
１０月３０日(日)
(偶数月の最終日曜日)

講演会のご案内
■日時
平成 23 年 4 月 3 日(日)午後 1：30〜3：00
■場所
松代公民館第一講義室
■演題

関

町と農村との連携

時

◆場
◆内

所
容

◆対

象

平成２３年５月８日(日)
午前９：３０〜１１：３０
松代公民館
ｼｬﾎﾞﾝ玉と静電気の不思議
小型ﾊﾟﾗｼｭｰﾄを作って飛ばそう
小学生
(保護者、一般の方の参加も可能です)

豊かな雇用・安心安全を考えた
文化的コミュニティへのアプローチ
―
■講師

◆日

―

悦子氏
第三セクター(株)ア・ラ小布施企画部長
小布施町町議会議員

■主催
松代地区住民自治協議会教育文化部会
教育文化支援委員会
■連絡先
松代地区住民自治協議会事務局 ☎ 278‑1885
■共催
長野市立松代公民館
−③−

◆定 員
◆申込み

２５名程度
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。
★申込み期間★
≪４月１５日(金)〜２８日(木)≫

◆連絡先
住民自治協議会事務局(長野市松代支所内)
☎278‑1885
松代公民館
☎278‑3912
松代おもしろ科学教室担当：海野
☎278‑3953
松代おもしろ科学教室の目的は、地域の
子供たちに科学の場を与え、科学への
関心・好奇心を育てることにあります。
不思議な実験や出来事を、目の前で見た
り一緒に体感をし、喜びを得てほしいと
思います。科学工作も考えています。
将来を担う子供たちに、夢・可能性・
活躍を期待して進めてまいります。

昨年度に引き続き、平成 23 年度も、松代町内の宿泊施設、観光施設などを経由する「松代ぐるり
ん号」(松代荘−象山神社間)の実証運行を行います。路線バスの停留所や松代駅にも接続している
ので、他のバスや電車への乗り継ぎも簡単です。ご利用は、飲食店や観光スポットの割引などの
特典がある「一日乗車券」
（乗り放題券）がお得ですので、松代へ観光等でお越しのご親戚、
ご友人の方へ、「松代ぐるりん号」を是非お知らせ下さい。
お 車 でお 越しの方は、 無料駐車場 『松代
保健センター』をご利用ください。
長野方面から路線バスでお越しの方は、川中島
バスの『善光寺・松代 1day（ワンデイ）パス』
を ご 提示 いただくと、「松代ぐるりん号」は
無料でご利用いただけます。

· 運行日
土・日・祝休日のみ
① H23年 4月16日(土)〜 6月 5日(日)
※ 6月 6日〜 9月 2日は運休

② H23年 9月 3日(土)〜11月 6日(日)
※11月 7日〜運休

· １乗車
大人 150 円・小学生 80 円
※ ｢お でか けパ スポ ート ｣がご 利用
できます。障害者等の割引あります。

· １日乗車券(乗り放題券)

大人 300 円・小人 150 円
昨年度の 500 円から 300 円と
お値打ちになりました！
観光スポットの割引あります！

★お問い合わせ★
川中島バス株式会社
電話 254−6000
長野市交通政策課
電話 224−5012

· お祭 りなどで迂 回運行になる 日が
あります。

2(土) 東条あんず花まつり(4/10 まで)
3(日) 講演会「豊かな雇用・安心安全を考えた文化的コミュニティへのアプローチ」
10(日) 杏の花 里山巡り 尼巌山・奇妙山トレッキング(協議会だより No.39 参照)
16(土) 松代城写生大会
16(土) 野菜祭り(4/17 まで)

の予定表

24(日) マレットゴルフ大会
28(木) 住民自治協議会定期総会

〜編集後記〜
東日本大震災および長野県北部地震で被害を受けた皆様方に心からお見舞い申し上げます。一日も早い
復興をお祈り申し上げます。首都圏等各地で日用品、食料品が品薄状態となりましたが、被災地への物資
の優先的供給がされるよう、 過剰な買いだめ はしないようにと思います。
−④−

