
 

 

平成２８平成２８平成２８平成２８年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告    

    

((((総括総括総括総括))))    

    

        朝陽地区住民自治協議会の各部会活動は、昨年組織改革に於いて８部会体

制となり部会長を中心に活発な事業活動を行ってまいりました。 

  組織体制の中で、教育・文化部会所属、人権協議会を公民館部会へ移行に

ついては、両部会に於いて検討結果従来通りとの結論に達しました。 

  

  一支所一モデル事業（地域発きらめき事業）に於いては、支所と地域が連

携、地域の活性化に取り組む事業として、住自協でも総務部会を中心に地区

代表委員で実行委員会を立ち上げ遊休農地を借り、体に良いといわれる菊芋

を栽培し、菊芋焼酎を製造販売（平成２９年３月）の運びとなりました。 

 

  地域やる気支援事業は「支え合うまちづくり・支え合いマップづくり」が

採択され、各区に於いても「支え合いマップづくり」を推進し、安心・安全

なまちづくりの取り組みがより前進するものと思われます。 

 

  「活き生き朝陽 みんなでトーク」は今年度も開催されましたが特に進展 

 がありませんでした。  

 しかし、ここ何年か要望している、朝陽地区活動拠点に関しては継続的に要

望していかなければならない重要課題と思われます。 

 また、方式等に於いても検討の余地があるように思われます。 

  

 

 

今後の課題 

 

  （１）地区活動拠点の整備 

  （２）地域やる気支援事業等を利用し地域活性化の推進 

    

    

    

    

    

    



〈総務部会〉〈総務部会〉〈総務部会〉〈総務部会〉    

住自協組織活動の活性化と地域づくりの推進を図るべく活動を進めてまい

りました。 

１ 所管事業の実施 

（１）「活き生き朝陽 みんなでトーク」市民会議の開催 ８月２０日（土） 

地区議題提案―１ 地区活動拠点としての総合施設建設用地の早期取

得について  

     提案者 住自協副会長 川又 秀一氏 

地区議題提案―２ 災害時における地区内避難所について  

      提案者 社会福祉部会長 丸山 年永氏 

 

出席者８６名、会議終了後加藤市長を囲んでの懇親会（６４名） 

 

（２）朝陽地区戦没者等追悼式の開催 

９月２２日（木）１０時から 出席者５０名 

戦没者の皆様に不戦を誓い追悼式は厳粛のうちに執り行われました。 

 

（３）朝陽地区「地域発きらめき事業」実行委員会を立ち上げ事業を実施 

        事業概要      

地区内御当地企業と連携した「朝陽市場」の開設および北屋島管理 

遊休農地を活用し、菊芋の栽培、収穫した菊芋を使用し、焼酎の委託

醸造およびその販売 （販売は平成２９年３月より開始） 

 

     朝陽市場   

  ７月２３日（土）北堀区で開催の「あさひ・ふるさと夏祭り」への出店 

    １１月  ３日（木）朝陽地区健康マラソン大会で菊芋の販売 

   １１月１９日（土）菊芋収穫祭の開催 

    なお、７月と１１月の収穫祭には AC長野パルセイロの女子選手も参加 

した。 

 

（４）男女共同参加の推進 

１１月８日（火）の総務部会にて、長野県短期大学准教授 築山 秀 

夫氏による講演会および質疑応答等による勉強会の実施 

１月２８日（土）市地域女性ネットワーク主催しなのきフォーラム 

に参加。 

      

 

 

 



〈安全・防災部会〉〈安全・防災部会〉〈安全・防災部会〉〈安全・防災部会〉    

   安心・安全なまちづくりを進めるとともに、今年度は地域で見守り・支え

合える仕組みづくりを目指し、年８回の部会を開催し、自主防災、防犯活動、

交通安全、住民支え合い活動などに係る事業を実施しました。 

 

１ 防災対策事業の推進 

（１）水害防止用土のう点検整備及び水防訓練の実施【６月１１日（土）】 

    長野市消防局中央消防署東部分署及び長野市消防団朝陽分団のご指

導・ご協力のもと、土のう点検整備及び水防訓練等を実施しました。 

（２）防災携帯無線機による通信訓練（災害想定）の実施 

    原則として、毎月１０日午前９時から実施しました。 

（３）防災携帯無線機バッテリー交換の実施【６月 ７日（火）】  

   各地区装備の防災携帯無線機バッテリーを８台（各地区１台毎）交換 

しました。 

（４）防災研修会の開催【７月 １日（金）】 

   「長野県政 出前講座」を活用し、長野県危機管理防災課 主事 勝岡 志

郎氏による講演「地域の防災力をアップしよう」を開催しました。           

（参加者２８名） 

   研修会終了後は、朝陽地区自主防災会連絡協議会総会を開催しました。 

（５）防災施設研修会の開催【１０月 ４日（火）】 

   長野市河川課と長野地方気象台のご協力を得て、長野市内における防災

関連施設（南部雨水ポンプ場・長野地方気象台・長野運動公園雨水調整池

の３ヵ所）の視察を実施しました。         （参加者２８名） 

（６）防災講座の開催【１０月１５日（土）】 

   日本赤十字社長野県支部 ボランティア係長 小柳 由佳 氏ほか３名に

よる、避難所運営についての講話と避難所運営の模擬演習を開催しました。 

                           （参加者２５名） 

 （７）「もしもの安心メモ」カードの作成 

     平成２３年９月、朝陽地区内全戸に配付されました「緊急時連絡先」

カードについては、昨年に引きつづき当部会において討議し、災害発生

に備える各家庭向けに「もしもの安心メモ」（裏面には、もしもに備える

持ち物リスト）のカード を新たに作成し、１２月末に朝陽地区内全戸

へ配付しました。 

 

 ２ 防犯対策事業の推進 

 （１）防犯研修会の開催【７月１２日（火）】 

     長野中央警察署 生活安全第一課 課長 山田 文夫 氏による講演「地域

における防犯活動について」を開催しました。    （参加者７５名） 

 



（２）夏季及び年末防犯パトロールの実施 

   （夏季・・ ７月１８日から７月２８日までの間） 

   （年末・・１２月 １日から１２月７日までの間） 

    各地区の役員、防犯指導員、防犯女性部員、少年育成委員等のご協力を

得て実施しました。 

（３）ポスター・立看板等による啓発活動の実施 

    各地区、朝陽公民館、朝陽支所のそれぞれに１枚ずつ配付し、掲出を

依頼しました。 

                    ○ 夏の地域交通安全運動実施中 

  ア 夏の地域安全運動用立看板  ○ サギ電話 留守番電話で 追い払おう 

                  ○ 特殊詐欺 人ごとじゃない 

    イ 全国地域安全運動用立看板・・・○ 挨拶は 地域を守る 合い言葉 

  ウ 年末特別警戒用立看板・・・・・○ 年末特別警戒実施中 

 

（４）年末特別警戒連絡会議に参加【１１月１５日（火）】 

   長野市生涯学習センター（TOIGO WEST）において、「年末特別警戒

の実施」の説明と「防犯対策」の研修に参加しました。 

 （５）年末防犯及び飲酒運転防止の街頭啓発に参加【１２月 ８日（木）】 

    長水防犯協会・長野中央警察署主催の「年末防犯・飲酒運転防止街頭

啓発イベントが、JR 長野駅イベント広場及び駅前周辺において行われ、

街頭啓発活動に参加しました。 

 

 ３ 交通安全対策事業の推進 

（１）交通安全街頭啓発活動の実施 

  ア 夏の交通安全やまびこ運動  ７月２２日（金） 

  イ 秋の交通安全運動      ９月２１日（水） 

[台風１６号のため街頭活動中止] 

  ウ 年末の交通安全運動    １２月  １日（木） 

    それぞれの交通安全運動では、街頭啓発活動に参加しました。 

（２）交通事故防止のための一斉街頭啓発活動実施 

   平成２８年１１月１４日 長野市長から市内における交通死亡事故多 

発緊急事態の現状に鑑み、横断歩行者の保護等を目的とした「一斉街頭啓

発活動」の取り組み依頼があり、各地区において小中学生の通学路の１カ

所を選定し、「長野市交通安全マナーアップデー」として、 

    ➀ 平成２８年１２月 ７日（水） 

    ➁ 平成２９年 １月１１日（水） 

    ➂ 平成２９年 ２月 １日（水） 

    ➃ 平成２９年 ３月 １日（水） 

  の４回実施しました。 



（３）市道等の白線塗布の実施 

   交通安全推進委員会、各地区育成会等が行う白線塗布事業における物 

品要望調査及び物品調達を実施しました。 

 

 ４ 支え合い事業の推進        

（１）「支え合うまちづくり研修会」の開催【６月２５日（土）】 

   朝陽地区住民自治協議会、社会福祉部会との共催により、まちの縁側 

育くみプロジェクトながの世話人 社会福祉士 小林 博明 氏による講演

「支え合うまちづくり」を開催しました。          （参加者８４名） 

 （２）「支え合いマップづくり研修会」の開催【９月１０日（土）】 

    朝陽地区住民自治協議会、社会福祉部会との共催により、住民流福祉総

合研究所 代表 木原 孝久 氏による「地域における住民の支え合いによる

支援の仕組みづくりのための支え合いマップづくり入門」講演と「マップ

づくりの模擬演習」を開催しました。        （参加者８８名） 

 （３）平成２９年度長野市地域やる気支援補助金の申込み実施 

     平成２８年度に引き続き、支え合い事業として災害時を想定した「災

害時住民支え合いマップづくり」について、やる気支援補助金の申し込

みを行い、審査の結果承認されました 

 

〈環境〈環境〈環境〈環境美化部会〉美化部会〉美化部会〉美化部会〉    

  地域の生活環境の改善、地球温暖化防止に向けて、住民の意識を高め、住

み良いまちづくりを目指し活動を推進してきました。 

 

１ 部会会議 

（１）９回開催 （4/22,5/12,6/21,7/22,9/2,10/18,12/6,1/24,2/21） 

 

２ 各地域清掃活動事業 

（１）春・秋の長野市「ごみゼロ運動」にあわせ５月、１０月に区ごとに実施、

報告  

清掃用具他需要調査、納品 

（２）千曲川屋島橋河川敷清掃と探鳥会実施  

６月２６日（日）４６名参加  

可燃ごみ７袋、不燃ごみ２袋ドラム缶１個回収 

 

３ アメシロ・マイマイガ防除事業 

（１）各区へ防除剤・焼殺器を斡旋、及び駆除啓発チラシの回覧 

 

４ 不法投棄防止事業 

（１）立て看板を各区へ配布 看板２１枚、支柱２４本 



５ ごみ集積所補助事業 

（１）集積所新規設置の補助を実施  

北長池３ヵ所、石渡１ヵ所、北堀１ヵ所 

 

６ 資源回収報償事業  

（１）１６団体に総額１１万２千円交付 

（２）資源回収協力報奨金交付要領の一部改訂、平成２９年２月１日施行 

 

７ 温暖化防止の講座の開催 

（１）ダンボール箱による生ごみ自家処理講座 ７月５日（火）３４名参加 

（２）エコドライブ講座 ８月２日（火）３１名参加. 

（３）触れる地球儀講座 ８月２日（火）３９名参加 

 

８ 研修見学会開催 

（１）クリーンピア千曲（上下水道処理施設） 

平成２９年１月２７日（金）３９名参加  

 

〈社会〈社会〈社会〈社会福祉部会〉福祉部会〉福祉部会〉福祉部会〉     

  社会福祉部会は発足１年目となる２８年度、第一次地域福祉活動計画を検

証しつつ、第二次地域福祉活動計画策定を柱に下記の事業を実施しました。 

 

 １ 介護保険制度改正に伴う取り組み 地区別福祉懇談会において説明 

 

 ２ 「支え合うまちづくり」の取り組み 安全・防災部会と連携 

 

 ３ 第一次地域福祉活動計画の検証と第二次地域福祉活動計画の策定 

   作業部会１４回、策定委員会３回 

 

 ４ 地区別福祉懇談会の実施 

   ８地区・１０月１４日～１１月２６日の間に随時開催 

 

 ５ 地域福祉・高齢者福祉 

（１）まめカフェオープン 

認知症者、その家族の交流の場として１月５日（木）オープン 

（２）お茶のみサロン・ふれあいの集い等各地域で実施 

（３）８０歳お祝い事業 

傘寿のお祝いとしておしゃれ風呂敷贈呈 

 （４）ふれあいの旅 １０月４日（火） 信州新町方面へ 

 



 （５）支え合いマップづくり 

    安全・防災部会と連携、関連研修会へ参加 

 （６）介護者の集い  

３月１８日（火）石渡、南堀、北堀の３地区合同、石渡公民館で開催 

（７）男性のための料理教室  

年８回 ６月７月８月９月１０月１１月１月２月開催 

 （８）世代間交流 各地域で公民館等と連携し開催 

 （９）買い物お助けマン活動  

    実施はしているものの１～２地区に限り見直しを要す。 

 

６ 児童福祉活動 

（１）子育て広場「赤いほっぺ」朝陽地区社会福祉協議会・朝陽地区民生児 

童委員協議会と連携し毎月第１、第３水曜日実施 

（２）朝陽小学校福祉体験教室 １０月２８日（金）            

アイマスク、白杖、車いす 

 

７ 障害者福祉活動 

（１）障害者関係団体との交流と支援 

地域福祉ワーカーを中心に実施 例 まめカフェ開設 

（２）障害者支援ボランティアの養成 地域福祉ワーカーを中心に実施 

 

 ８ 各種ボランティアの養成と活動支援  

（１）傾聴ボランティア養成講座 

１２月１０日（土）県特殊詐欺防止対策課職員による実践講座、終了

後交流会 

（２）障害者支援ボランティアの養成 １２月１０日（土） 

（３）各種ボランティア団体との意見交換会 

 

９ ボランティアセンター機能の充実 

（１）ボランティアセンターの運営 地域たすけあいコーディネーターを中

心に管理・運営 

 

10 各種大会・研修会の開催 

（１）地区社会福祉大会の開催 ２月２５日（土）社会福祉法人県社会福祉事

業団・上伊那圏域障がい者総合支援センター「きらりあ」所長 片桐 美

登先生による「地域での支え合いとコーディネーターの必要性」講演 

（２）福祉推進員研修会の開催 ７月２８日（木）「聴き上手になるコツを学

ぼう！傾聴学習会」と題して開催 

  



 11 各種団体研修会・大会への参加 

 （１）市社協が開催する大会・研修会への参加 ８月２６日（金）      

市社会福祉大会、朝陽地区より３名表彰される。社協１名、民児協２名 

（２）地区内各種団体、福祉団体主催研修会への参加 ９月２４日（土） 

  市社協・地区社協・福祉施設共催まちの縁側づくりを南堀区の協力で開催 

 

12 情報活動 

（１）社協だよりの発刊 

（２）シルバー通信「あさひ版」の発行 

 

13 生活改善の推進 

（１）生活改善申し合わせ事項の回覧 

 

14 朝陽小学校区放課後総合子どもプランの運営 

（１）児童センター・子供プラザの運営 

  社協会長を委員長とする年間運営計画を随時運営委員会にて決定・実施 

 

15 地域たすけあい事業 

（１）家事援助サービスの推進 

（２）福祉自動車による移送事業の推進 

（３）協力員の発掘と研修の充実 

 

16 地区内外の福祉施設・福祉組織との情報交換 

 

17 各種団体との情報交換 

 

〈健康増進〈健康増進〈健康増進〈健康増進部会〉部会〉部会〉部会〉  

  健康いきいきとした明るい地域を目指して、地域で実践する健康づくりを

テーマに下記の事業を実施致しました。 

 

 １ ウォーキング講習会（基礎編６月７日（水）・応用編６月２１日（水）） 

   運動指導士の工藤 千恵先生をお招きし健康ウォーキングの基礎知識と 

実践法について学んだ。年齢、体型、性別、また安静時心拍数などを参考に 

それぞれにあった効果的なウォーキングを実践した。（参加者２５名） 

 

２ 朝陽地区健康推進員研修会（７月２４日（土））  

  各地区の健康推進員が参集し、地域における健康推進員の活動（三陽保 

 健センター 倉石 弘子保健師）、誰でもできる救急対応の基礎知識（朝陽 

小学校養護教諭 橋詰 恵里香先生について学んだ。 



 ３ 健康講演会（１０月１日（土）） 

  ＮＰＯ法人寝たきり半分推進協議会管理栄養士 的場 明子先生を講師 

としてお招きし、生活習慣病の予防を通じ、寝たきりにならないための食 

事法「サキベジ」について講演していただいた。（参加者４８名）       

 

 ４ 地区別健康講座 

   各地区それぞれにおいて、健康推進員が地元長寿会または介護事業所な 

どと連携し、健康講座を開催した。主に運動や栄養に関するテーマが取り上 

げられた。 

   

５ 朝陽地区手のひら体操の普及・啓発 

  各地区においてお茶のみサロン等に同席させていただき、朝陽手のひら 

 体操を実施し普及・啓発に取り組んだ。 

 

 ６ みんな de イキイキ生活 朝陽区民健康の集い（１月２１日（土）） 

   地域住民の参加のもと、健康づくりについてみんなで考える催しを初の 

試みとして実施した。市保健福祉部介護保険課の中西 則行先生（作業療 

士）、管理栄養士の柳澤 ゆかり先生による「はつらつ体操教室」、「健康料 

理教室」は、いずれも充実した内容であった。     （参加者４０名） 

    

 ７ 健康だよりの発行（３回） 

   三陽保健センターから情報提供していただきながら、年３回の健康情報 

誌を発刊した。本年度は菊芋やサキベジなど新たな話題も盛り込むことが 

できた。 

 

 ８ 長野県保健補導員等研究大会 

   ホクト文化ホールに東北信の各自治体、各地区の保健補導員、健康推進 

員が集まり研究大会が開催され、健康増進部会員が参加した。 

 

〈教育・文化部会〉〈教育・文化部会〉〈教育・文化部会〉〈教育・文化部会〉    

  青少年の健全育成と明るい地域づくりを目指して、次の事業を行いました。 

 

 １ 部会会議 １１回開催、各事業の企画、実行計画を策定 

 

２ “みんなであいさつ、皆で笑顔、明るい朝陽地区”をモットーに家庭・地

域でのあいさつを重点にあいさつ運動を実施 

 

 

 



３ 第２４回人権を考える住民集会の開催（６月１８日(土) １５２名参加） 

（１）意見発表 朝陽小学校児童会長、ともだち委員会副会長が児童会の取り

組み発表 

（２）基調講演 長野市立東部中学校の山本 悟教頭先生から「今、児童をと

りまく問題」と題して講演 

 

４ 地区幹事・地域公民館担当役員の人権教育研修会の開催 

（７月１６日(土)  １８名参加） 

（１）人権教育研修会開催時の留意点等について研修 

(２) ＤＶＤ視聴「幼児・児童虐待」～見えない虐待をしないために～ 

 

５ 地域と学校との連携懇談会の開催（７月２３日(土) ９２名参加） 

・朝陽小学校・信州大学附属小学校・三陽中学校・信州大学附属中学校・ 

長野東高等学校・長野盲学校・信州大学附属特別支援学校 計７校参加 

 

６ 朝陽地区等の用水についての講演会の開催（７月３１日(日) ５８名参加） 

・ふるさと朝陽を学ぶ会主催（住自協共催）で《善光寺平用水と地域用水の 

昔と今》と題して、善光寺平土地改良区理事長代理 赤沼 満 氏の講演 

 

７ 朝陽地区人権協議会構成団体役員研修会の開催           

（１０月８日(土)  ６４名参加） 

・「子供の人権を守るために」と題して、 長野県人権啓発センター 人権・

啓発相談員 小宮山 峰男 先生の講演 

  

８ 朝陽地区青少年健全育成推進大会の開催（１０月２２日(土)  ７９名参加） 

 ・「地域の絆で我が街を守りましょう」と題して、長野中央警察署 生活安

全第一課長 山田 文夫 氏の講演 

 

 ９ 第３８回朝陽地区健康マラソン大会の開催（１１月３日、文化の日）       

・３２０名の選手と役員及び保護者合わせて約６００名参加、きらめき事 

業の菊芋販売、長野東高校吹奏楽部の演奏及び同校女子駅伝部応援メッセー

ジ募集等各種イベントの実施） 

 

10 第２４回朝陽地区綱引大会の開催 （１月１４日（土）） 

 ・２１チーム２５０名の選手と役員及び保護者合わせて約４００名参加、 

 ・優勝：低学年―北長池Ｃチーム、高学年―チーム北堀 

 

11 少年育成委員の街頭巡回指導及び環境浄化活動の実施 

 ・巡回指導：年８回実施 



12 第１５回長野市甚句・音頭交流会への参加            

（中条公民館、６月１９日(日）) 

 

 13 第１７回「サンライズ杯野球大会」の開催             

（９月１０日（土）他、犀川第一運動場他） 

・市内少年野球１６チーム参加、トーナメント戦、           

優勝：綿内少年野球クラブ、朝陽育成会少年野球チームは２回戦敗退 

 

〈公民館部会〉〈公民館部会〉〈公民館部会〉〈公民館部会〉    

        学習・文化・芸能及びスポーツ活動を通じて住民の親睦と交流を図り、も

って地域社会の発展に寄与することを目的に、以下の活動を実施しました。 

 

１ 文化活動 

（１）第５１回史跡巡り７月２日（土）                 

「真田一族ゆかりの信州・上州を巡る旅」 

参加者１５３名（バス３台）群馬県の沼田城跡を見学し、日本ロマンチ

ック街道を通って長野県に入り、上田城・信州上田真田丸大河ドラマ館を

見学しました。 

（２）敬老会 ９月１７日（土） 処：市立朝陽公民館 

   １００名のご長寿の皆様（７０歳以上）をお迎えし、演芸の部では朝陽

小学校６年生全員による素晴らしい歌声を聴くなど、楽しい一日を過ごし

ていただきました。 

（３）成人式 １月２日（月） 処：市立朝陽公民館 

   ６３名の新成人（平成８年４月２日から平成９年４月１日に生まれた方）

をお迎えし、式典に引き続く記念演奏ではゴスペルグループ「ラフ・ダイ

ヤモンズ」の美しいハーモニーで門出に花を添えました。 

 

２ 体育事業 

（１）第４８回親善球技大会 ８月２１日（日）             

処：長野東高校、朝陽小学校等 

選手・監督６４１名の参加者を得て、成人野球・女子バレーボール・ド 

ッジボール・ゲートボール等６つの競技を実施、各競技で熱戦が繰り広 

げられました。 

（２）健康マラソン大会への協力 １１月３日（木）  

 

３ 学習活動 

（１）地域公民館役員研修会 １月２１日（土） 処：朝陽支所２階 

地域公民館８館の活動内容アンケートを取りまとめ、各館の活動状況の 

紹介や課題について意見交換し、活動計画の参考にした。 



（２）人権教育啓発活動への参加  

   人権を考える住民集会、人権教育研修会及び地域と学校との連携懇談会

に、公民館部会として参加した。 

 （３）組織の検討  

    組織等検討委員会から「人権協議会を教育・文化部会から公民館部会

へ移管することについて検討すること」の指摘を受け、部会内及び人権

協議会並びに教育・文化部会と協議を重ね、１０月２０日に住民自治協

議会長に「現状通りが適当」との報告書を提出しました。 

    結果、１１月８日開催の第７回四役・部会長・区長会議において「人

権協議会の所属部会は現行の教育・文化部会のままとする」との回答が

ありました。 

 

〈広報部〈広報部〈広報部〈広報部会会会会〉〉〉〉    

広報紙「輝くあさひ」を年４回発行し、住自協の事業とその活動、８地区の

話題、イベント、朝陽地区の新しい出来事などを積極的に取材しました。写真

を豊富に取り入れて親しめる誌面作りに努めました。昨年度に引き続き朝陽地

区の事業者から広告を掲載しました。 

 

１「輝くあさひ」第３６号の発行 

   発行日   平成２８年７月１日 印刷部数 ６，０００部 

主要記事 定期総会 

        会長挨拶 各部会事業計画  組織図 役員名 決算書 予算書 

 

２「輝くあさひ」第３７号の発行 

            発行日            平成２８年１０月１日 印刷部数 ６，０００部     

主要記事  活き生き朝陽みんなでトーク(提案議題・回答要旨・自由討議) 

         部会活動 各地区行事・地区活動報告       

史跡めぐり 親善球技大会など 第３３号から広告掲載（４社） 

 

３「輝くあさひ」第３８号の発行 

   発行日   平成２９年１月１日 印刷部数 ６，０００部  

   主要記事 会長新年挨拶 地域発きらめき事業紹介 敬老会    

戦没者等追悼式 部会活動  

各地区行事・地区活動報告及び健康マラソン大会など 

 

４「輝くあさひ」第３９号の発行 

   発行日   平成２９年３月３１日 印刷部数 ６，０００部  

   主要記事 成人式 住自協会長総括及び各部会活動報告 

        各地区行事・地区活動報告 朝陽地区綱引大会など         


