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三輪地区ふれあいコンサート 開催

６月30日（日）に「三輪地区ふれあいコンサート」が三輪小学校体育館で開催されました。おかげさまで歴史
を重ね、今回で10回目を迎えることができました。
三輪地区にゆかりのある９つの団体に出演していただき、園児から小学生、中学生、成人と幅広い構成で合唱や
演奏をしていただきました。
今年は梅雨らしい日が続き、当日も雨となり例年より若干少ないお客様でしたが、出演者を含め約550名の皆様
にご来場いただき、三輪地区の音楽文化を一緒に楽しむことができました。
お集まりの皆様、出演の団体の皆様、運営お手伝い
いただいた皆様に感謝いたします。
出演していただいた皆さんは
次のとおりです。
１、三輪保育園
２、城東小学校合唱団
３、柳町中学校室内楽部
４、マンマ・ミーア
５、唱歌と童謡を愛する会三輪支部
６、三輪小学校吹奏楽団
７、三輪小学校合唱団
８、ナナスペシャルトリオ
９、吹奏楽団 “ 夢”

三輪地区 ひまわり広場
三輪自治協の秋祭り
子供から大人まで みんなで楽しもう！
！
日にち   10月20日（日）
場

所   三輪公民館、支所、駐車場

今年も三輪地区の商店会の皆さんの
ご協力でおいしい広場が開設されます。
バザーも予定していますので提供品の
ご協力をよろしくお願いいたします。
（詳細は別途周知させていただきます。）

健康・福祉部会
ボランティアセンター２周年に寄せて

区民広場部会

ボランティアセンター

北野

順子

２周年記念イベントとして「昭和100年の会」の昔懐かしい手回し蓄音機のレ
コードコンサートを実施しました。ゼンマイ式の蓄音機から流れる曲は懐かしい
歌手たちの歌謡曲・民謡・童謡等でした。時間が経過するとテンポが落ちてきて
慌ててゼンマイを巻くという何とも”昭和” を思い起こさせ懐かしかったです。

環境美化部会

また、スクリーンに映し出された曲を全員で歌った時は一体感があり胸に込み
上げるものがありました。
会場には男性の姿がいつになく多く見られ、初めて参加された男性からは「懐
かしい曲を聴かせていただき、何十歳も若返った気分になり、これからは時間を
みて活動に加わり地域の皆さんとふれあいたいと思う」と
感想をいただきました。
センターを知っていただくよい機会だったのではと思い
ました。「憩いの場」として定着しつつありこれからも長
く続いていってほしい。また、今年は高齢者など地域住民
の生活支援の取り組みとして「三輪お助け隊」を立ち上げ
「みわ男塾」にて学んだ技術を地域に還元しようと早速実
施しました。
住民が一致協力して、支え合い活動を切れ目なく提供で
きる体制づくりを目指しています。

安全・安心部会
防犯研修会の開催

安全・安心部会

小林

雄一

７月１日（月）に防犯研修会が開催されました。
今回は、プロの俳優さんによるDVD の映像を見ていた
だいて、
身近な感覚で参加していただこうとの主旨でした。
２本立てのDVD で、相変わらずなくならない特殊詐欺
の作品と、今回はじめて見ていただいた、心も凍るような不審者の悪質な手口の作品でした。
特殊詐欺は、巧妙化していく手口に「私は大丈夫」という考えを捨て、自分そして周囲、最後には警察の方々と
の連携で解決し、未然に犯罪を防止していくことの大切さを感じました。
不審者は、質疑応答にもありましたが、ごく普通の身なり、顔をしている（男性または女性）方が多いというこ
とです。そして巧妙な語り口、近づきによって気づくと不審者のいいなりになってしまうことが多いという恐ろし
さを感じました。
適当な距離、逃げること、声を出すこと等々対策はごく普通の行為によることで、これも未然に犯罪を防ぐこと
ができるということでした。
日頃からの訓練の必要さを２本の映像作品から確認しました。
最後になりましたが、長野中央警察署の講師をしていただいた柳澤さん、三澤さんに感謝するとともに、会長を
はじめ62名の多くのご参加をいただいた方々に敬意を表し今後ともこの研修会の発展を祈念し、推進させていた
だきます。

『夏休み！ 三輪こども学校』が開催されました
夏休み真っ盛りの８月６日（火）～８日（木）の３日間、小学生の子
どもたちを対象に、地域の人たちがお手伝いをして、みんなで楽しい体
験をしたり、一緒に夏休みの宿題もできてしまう『夏休み！三輪こども
学校』が開催されました。
これは、幼稚園や保育園から大学までそろう三輪の特性を生かして、
「文教地区三輪」を合言葉に、まちの活性化を目指した取組みの第一弾
として実施されたものです。
20名の募集のところ70名の申し込みがあり、抽選で参加者を決定しましたが、参加できなかった方には
本当に申し訳なく思っております。
期間中、開校式での楽しいゲームに始まり、おやきやクレープを作っ
たり、みんなでバーベキューを楽しんだほか、こども英会話や人形劇、
県立大学探検、スマイルボウリングなど盛りだくさんの内容で、参加し
た子どもたちの弾けるような笑顔がとても印象的でした。
また、1日に1回は学びの時間を設け、夏休みの宿題の相談に応じま
した。
ところで、今回の取組みの大きな特徴は、地域の様々な方たちの積極
的なご協力をいただいたことです。特に県立大学や長野女子高から多く
の学生さんがボランティアとして参加していただいたほか、地域のお店
や主婦の皆さんなどが、まさに“地域の匠” として支えてくださいました。
子どもたちにとって夏休みの貴重で楽しい経験となったこのこども学
校を、今後もぜひ続けていきたいと思います。

教育・文化部会
キッズふるさと体験活動
「夏休みだよ！化石を探しに行こう！」

健康・福祉部会

教育・文化部会

金井

信幸

三輪地区の小学校が夏休みに入った７月下旬、毎年恒例の戸隠地質化
石博物館見学と化石採集を開催しました。参加した小学生は33名。申
込み開始日の当日に満席になるほどの人気ぶりで、こどもたちの関心の
高さがうかがえるイベントになりました。

区民広場部会

三輪公民館からマイクロバスで向かった先は、かつて自然豊かな環境
で多くの子どもたちが学んだ旧柵小学校の校舎を跡利用している施設。
現在は戸隠地質化石博物館として生まれ変わり、毎年県内外から多く見
学者が訪れています。職員の案内で、戸隠周辺で採掘された数多くの化

環境美化部会

石や研究資料を、子どもたちは興味深く見学した後、いよいよ博物館か
らバスで10分程の化石発掘場所へ。
バスを降りた場所は虻などの虫が飛び交う山あいの一角。山々に囲まれた戸隠が数百万年前は海の底だった証左
となる貝の化石が、至るところに･･･ とまではいきませんが、１時間くらいの発掘作業で各自数個の化石を採集す
る事ができました。博物館に戻り昼食後、職員の指導により、化石が埋まった土の塊のクリーニング作業に取り組
みました。自分たちが採掘した化石部分がくっきりと現れ、こどもたちの表情は達成感と満足感で溢れていました。
今回、定員に達したため参加できなかったこどもたちもたくさんいました。この博物館はおとなも楽しめて、新し
い発見がある施設です。ぜひ、ご家族で出かけてみてください。

環境美化部会
ゴミの分別等について

環境美化部会

山田

和代

環境美化部会で各町の役員方の意見をお聞きすると、やはり一番困っているこ
とはゴミの分別ができていない違反ゴミであったり、穴あけをしていないスプレー
缶などの始末であったりです。普段のゴミ出しの際に、目に留まることはないでしょうか？
泉町でも違反ゴミはかなり問題になっています。プラスチック袋に可燃ごみが混入しているものがほぼ毎回出さ
れていますし、収集されない車の部品などが放置されていたこともありました。対策として泉町役員がポスターを
作り、掲示してくれています。個人のマナーに頼るところの多い問題ですので、対応も難しく苦慮しています。
住民の皆さんの大半はきちんと分別して出しているのに、なぜ違反ゴミが、と思ってしまいます。分別に対する
無関心や自分だけならいいだろうという考え、あるいは分別を理解できていないから、などでしょうか。各町で行
われている集積所の清掃当番を置く対策は、場をきれいにするだけでなく住民の意識の向上にもなって良い取り組
みだと思います。ゴミ出しに困っている方の手助けや、分別が難しい方への助言なども含めて、より地域の実情を
把握して対応ができたら良いのかもしれません。
ところで、４月に起きた清掃センターの火災も記憶に新しいところですし、以前から収集車の火災が問題になって
おり、市内でも毎年度10数件のペースで発生しています。より一層分別への意識を高くして地域全体で声を掛け合
うような取り組みが必要と思われます。あわせてこの９月頃からはスプレー缶、ガスボンベ、ライター、電池など分
別の啓発ポスターが掲示される予定ですのでご覧ください。
最後に、各町の集積所において違反ゴミを片付けてくれる方がいること、場合によっては大量のスプレー缶等も
始末してくれる方がいることに、頭が下がる思いです。感謝申し上げます。
加藤市長とともに三輪の未来の姿を
語り合ってみませんか！

「ながの未来トークIN三輪」が開催されます

これからの三輪を担う若
者や地域で頑張っているシ
ニア世代の方などに、こう
あってほしい三輪の未来の
姿を市長とともに語り合っ
ていただく「ながの未来トー
クIN三輪」を開催します。
大勢の皆様の参加をお待
ちしています‼

■日
■会
■内

時：令和元年９月28日（土）午後２時～４時
場：三輪公民館 ３階 大ホール
容：パネルディスカッション
●テーマ 『語り合おう！わがまち三輪の未来の姿
～だれもがまちづくりの主役です～』
●出演者 子育て世代、現役世代、県立大学生、シニア世代
の４人のパネリストが市長とともに語り合います。
※会場参加者からのフリートークも予定しています。

〇事前の申込みは不要です。
〇お問い合わせは、三輪地区住民自治協議会事務局
（電話：225-9567）山田まで

これからの講座等のご案内（９月から10月）

＊変更になる場合があります。

9月 1日（日） 子ども健康まつり

10月 3日（木） 子どもと親の育ち合いサロン

9月 2日（月） スマイルボウリング

10月 5日（土） キッズふるさと体験活動「ハロウィンのお菓子作り」

9月 3日（火） 男塾「植木の剪定」

10月 7日（月） スマイルボウリング

9月 5日（木） 子どもと親の育ち合いサロン

10月 8日（火） 男塾「竹ぼうき」

9月12日（木） オレンジカフェひまわり

10月10日（木） オレンジカフェひまわり

9月28日（土） ながの未来トーク

10月20日（日） ひまわり広場

9月28日（土） 教養文化講座

10月27日（日） ワクワクみわスポーツコミュニティ

9月29日（日） ワクワクみわスポーツコミュニティ

10月28日（月） 料理講習会

8:20~12:00

三輪小学校

体育館

13:30~15:30

三輪公民館

３階大ホール

9:30~11:30

三輪公民館

学習室１

10:00~11:30

三輪公民館

３階大ホール

9:30~11:30

ボランティアセンター

14:00~16:00

三輪公民館

10:00~11:45

善光寺仁王門前集合

17:30~19:00

三輪体育館

10:00~12:30

三輪公民館

9月30日（月） 料理講習会

３階大ホール

料理教室

10:00~11:30
10:00~12:00
13:30~15:30

三輪公民館

三輪公民館

３階大ホール

三輪公民館

料理教室

３階大ホール

9:30~11:30

三輪支所２階

9:30~11:30

ボランティアセンター

9:30~11:30

三輪公民館等

17:30~19:00

三輪体育館

10:00~12:30

三輪公民館

講義室

料理教室

