
 

 

平成３１平成３１平成３１平成３１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))))    

    

今年度は各部会ごと、特色ある事業活動を積極的に行ってまいりました。 

朝陽地区の長年の懸案事項であります、地域活動拠点施設の早期建設実現に 

向け、今年度も建設整備促進対策委員会を中心に、施設の概要を取りまとめ   

てきました。朝陽地区未来トークを開催し、長野市へ要望していく予定でし 

たが台風災害により、実現できませんでした。 

 今後とも、総合施設設備は朝陽地区としての最重要課題として、対策委員 

会で提言をまとめ、住自協より市へ早期実現に向け活動してまいります。 

 

 また、令和元年１０月の１９号台風災害復興に向けて、朝陽地区として被 

災 地への応援のため、地区内へ義援金の募集並びにボランティア派遣要請 

等、行ってきました。幸い朝陽地区には、被害はありませんでした。 

 

さらに、ながのまちづくり活動支援事業として、「要支援者」の災害時助け 

 合も含めた住民の「支え合いマップづくり」を区単位で策定してきました。

今後も継続して実施いたします。 

「あさひ かがやき事業」においては、昨年に引き続き実行委員会を中心に、

前年栽培の菊芋を収穫し、焼酎の予約注文を実施するともに、地区内で開催さ

れた夏祭りでの「朝陽市場」による地元野菜等の販売を行いました。 

 

 

今後の課題 

 

 

（１）総合的地区活動拠点整備の早期実現の推進 

（２）市立公民館の（仮称）コミュニティーセンター化の検討 

    （３）「朝陽地区災害対策本部」（仮称）の設置を検討 

 

 

 

 

 

 



〈総務部会〉〈総務部会〉〈総務部会〉〈総務部会〉    

住民自治協議会組織活動の活性化と地域づくりの推進を図るため、活動を進

めてまいりましたが、当初予定した事業のいくつかは１０月の台風災害の発生

で中止をせざるを得ませんでした。以下事業ごとに報告をします。 

 

１ まちづくり計画関連事項の推進 

（１）都市計画道路等朝陽地区関係事業の推進 

   東外環状線建設対策委員会・合同委員会の開催、地区内の道路網整備 

の推進（東北地区道路問題懇話会等で要望提出） 

（２）公共施設の充実に向けた活動 

    総合施設建設に向け建設整備促進対策委員会は、５月に新役員選出（委 

員長…春原登氏（Ｈ２４年度区長会長）事務局長…上原事務局次長）した。 

 

２ 「あさひ かがやき事業」 

   「旧一支所一モデル事業」を名称変更し、実行委員会（年６回開催）中心 

に活動してきましが、１０月の水害被害のため事業を縮小せざるを得ませ 

んでした。 

朝陽市場：７月２０日(土)北堀区で開催の「あさひ・ふるさと夏祭り」に 

出店 

 １１月１７日（日） ＡＣ長野パルセイロ応援ツアー 

 

３ ｢朝陽地区ながの未来トーク｣の開催  

   １１月２日開催で準備を進めてきましたが、１０月災害の発生で中止。 

未来トークでは以下の３点を準備しました。 

  ①朝陽総合施設の早期建設要望  ②水害対策について 

  ③太陽光発電施設設置に関するガイドラインの規制強化 

 

４ 朝陽地区戦没者等追悼式の開催 ９月２３日（月） ５１名出席 

戦没者等の皆様に不戦を誓い、追悼式が厳粛のうちに執り行われました。 

 

５ 地域における男女共同参画の推進  

   総務部としての開催を見送りました。 

   女性リーダ―養成講座（年６回の連続講座）には４名が参加し、また２月

には参加者による交流会を行いました。 

 

６ 東部文化ホール 10 周年事業の取組み  

 東部 5地区（古里、長沼、柳原、朝陽、大豆島）の努力によって建てられ 

た東部 文化ホールは２０２０年に１０周年を迎えることから、５地区の代 

表が集まりプレコンサートを２０１９年１２月１日予定で準備してきました



が、災害発生のため未定延期となりました。５地区の相互交流となるこの取 

り組みを大事にしていきます。 

 

７ 組織等検討委員会の開催 

昨年度から「住民自治協議会会長と区長会長の分離」について、精力的に調

査・研究を積み重ねていただいた結果、昨年１２月１９日に答申がされました。

答申は「住自協会長と区長会長が兼務する、現行方式が適当と考えます」でし

た。またここに至る検証の結果と提案が付されています。その主なものは①住

自協会長・区長会長の負担軽減策の検討、②朝陽地区としての災害発生に対す

る組織を準備、③住自協の中長期にわたる視点での事業計画策定と、検証の必

要、④区長会と総務部会の位置づけも含め、現状に即した無駄のない住自協の

組織の在り方を検討する、等です。 

この答申に基づき、今年度は住自協各部行事の挨拶の見直しを行いました。

会長職としての各団体長等の兼務の解消に向けては引き続き検討をしていき

ます。 

また災害発生に対する組織の検討を行ってきました。残念ながら年度内結成

には至りませんが、次年度に引き継ぐ重要なテーマになります。 

 

８ 台風１９号水害への朝陽住自協としての取り組み 

    台風１９号は千曲川の穂保地区での堤防越水・堤防決壊の状況をもたらし、 

   １０月１２日深夜に朝陽地区に避難指示が出されました。この経緯を受け、 

朝陽住自協は以下のような動きをしてきました。 

  １０月１７日（木） 災害支援打ち合わせ（緊急役員会・事務局） 

            義援金・タオル・ボランティア呼び掛け相談 

１０月２８日（月） 緊急区長会 災害支援打合せ・駐車場ボランティア等

について 

１０月３０日（水） 駐車場ボランティアスタート（各区持ち回り） 

１２月２２日（日）まで 

１１月２７日（水）  緊急拡大総務部会（台風１９号災害時の朝陽の諸課題 

           について）情報・避難勧告・避難指示・災害後等に各 

区の動きや諸課題について報告しあい、課題を整理。 

  以後区長会・総務部会 朝陽地区災害対策本部（仮称）の設置に向けて検討 

を行う 

  朝陽地区住民のご協力により以下の成果を上げる事が出来ました。 

   義援金 ４，００４，８６６円 

   タオルは軽トラック３０台相当量  

駐車場ボランティア（ホクト駐車場、富士通駐車場）延べ３００人弱 

 

 



  また、この経過の中で「朝陽地区内の情報がつかめない、避難指示のタイ

ミングに 迷った」等々、災害対応が大変不十分であることを私たちは痛感

しました。この教訓を生かし、災害に対応できる体制づくりを目指すために、

①「朝陽地区災害対策本部」（仮称）の設置、②防災訓練の拡充などを検討し  

てきました。 

    

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

   安全・安心なまちづくりを進めるとともに、地域で見守り・支え合える仕

組みづくりを目指し、年７回の部会を開催し、自主防災、防犯活動、交通安

全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８日（土） 参加者６０名 

   長野市消防局鶴賀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。 

  １０日が土・日の場合は直後の平日に行いました。 

（３）防災携帯無線機について  ７月１７日（水）  

   新たに防災携帯無線機１台・バッテリー２台を購入し、桜新町区に無線

機・バッテリーを 1 台ずつ貸与し、バッテリー1 台は予備と致しました。

また、北長池区の無線機 1台を修理致しました。 

（４）防災研修会の開催   

    今年度は２回の防災研修会を開催致しました。 

防災研修会①の開催 ６月２９日（土）参加者５９名 

    水害防止対策委員会・千曲川左岸堤防改修対策委員会と共催で、山梨 

大学大学院総合研究部工学域土木環境工学系教授 末次忠司氏に千曲川 

左岸堤防改修事業に関連する講話をしていただきました。 

    

    防災研修会②の開催 ７月２日（火）参加者３２名 

   「地域の防災力をアップしよう」をテーマに元長野市総務部危機管理防

災監の越 正至氏に講話をしていただきました。 

   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致しました。 

（５）防災講座の開催 １１月２日（土） 参加者３３名 

    災害時こどものこころと居場所サポート副代表の小野道子氏に、「災害

時における避難所での子どもの居場所づくりについて」の講話をしてい

ただきました。     

                  



（６）防災施設視察研修 １０月１日（火）参加者２６名 

   日本赤十字社長野県支部歴史資料館と長野地方気象台の視察を行いま

した。        

 （７）「もしもの安心メモ」カードの配付（１１月下旬） 

   朝陽地区全戸に「もしもの安心メモ」カードの配付を致しました。 

 

 ２ 防犯対策事業の推進 

 （１）防犯研修会の開催 ７月９日（火） 参加者７２名 

     長野中央警察署生活安全第一課長の近藤俊也氏による講話・DVD 上映を

開催しました。         

（２）夏季及び年末防犯パトロールの実施 

   夏季・・ ７月５日（金）から７月２７日（土）参加者１３８名 

   年末・・１１月３０日（土）から１２月１３日（金）参加者１３７名 

    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 

    長水防犯協会斡旋の、「春の地域安全運動」、「夏の地域安全運動」、「全

国地域安全運動」、「年末特別警戒」等の看板を各地区、朝陽公民館、朝

陽支所に配付し、掲出を依頼しました。 

 

３ 交通安全対策事業の推進                     

（交通安全協会朝陽支部・交通安全推進委員会が主体） 

（１）交通安全街頭啓発活動の実施、以下の活動に参加してきました。 

  ア 春の交通安全運動  イ 夏の交通安全やまびこ運動     

  ウ 秋の交通安全運動    エ 年末の交通安全運動 

（２）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。 

             

〈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及び住み良いまちづくりを目指して、各区の環境美

化活動を支援してきました。また、次世代に向けて地球温暖化防止の啓発活

動も推進してきました。 

 

１ 生活環境改善の取り組み 

（１）長野市の５月・１０月の「ごみゼロ運動」に併せ、春・秋に各区毎に 

大掃除・河川清掃を実施（事前に各種清掃用具等を各区に配布） 

（２）千曲川屋島橋周辺での探鳥会と河川敷清掃を実施   

     ６月２３日（日） 参加者５２名 



     探鳥会 講師２名(日本野鳥の会 藤田伸二先生・小林富夫先生) 

     清 掃 公共用ゴミ袋 可燃１１袋、不燃２袋・ 

プラスチックケース・発砲スチロール各１個回収 

（３）アメシロ・マイマイガ防除事業の実施 

    各区へ防除剤・焼殺器を配布  

（４）不法投棄防止事業の実施 

    各区へ不法投棄防止用等啓発看板（合計６２枚）を配布 

（５）ごみ集積所補助事業の実施 

   各区に「ごみ集積所維持・管理交付金」を交付（合計：198,900円） 

 

２ 地球温暖化防止への取り組み 

（１）生ごみ自家処理実践講座の開催（長野市実践講座と共催）   

９月２８日（土） 参加者２９名 

（２）エコドライブ講習会・小型地球儀スフィア講座の開催 

１１月２４日（日）同時開催 参加者２２名 

（３）資源回収協力報償事業の実施 

１９団体 １３２，０００円（３０年度：１８団体１３６，０００円） 

３ 視察研修会の開催   

（１）ながの環境エネルギーセンター（大豆島焼却場） 

１１月１４日（木）の予定でしたが中止 

    ※台風１９号により長野市に甚大な被害が発生、今回中止を決定 

 

〈社会福祉〈社会福祉〈社会福祉〈社会福祉部会〉部会〉部会〉部会〉    

  「支え合い安心のまちづくり」をテーマとする平成２８年度に策定した朝

陽地区第二次地域福祉活動計画、５か年計画（２９～３３年度）に基づいて、

３年目となる平成３１年度は、５つの基本目標の実現に向け取り組んでまい

りました。 

  台風１９号による千曲川の決壊、また新型コロナウイルス感染症予防対策 

 により、集会等の中止指示で、計画していた福祉大会等の事業を中止せざる

を得ない結果となりました。 

 

 １ 支え合うまちづくり事業 

地域包括ケアシステムの構築を目指し、各区の協議体づくりでは、朝陽 

地区の中心となりその推進力となる「協議体」“ささえ愛あさひ”が平成３

０年３月に発足し、以降１７回にわたる研修会（ワークショップ形式）を開

き、情報の共有を図り取り組んでまいりました。また、「ささえ愛あさひ通

信」を随時発行、回覧し、広報に努めております。 

  各区においても「協議体」づくりが進み、２９年桜新町、石渡、３０年度 

には北屋島、北長池、南堀が設立し、新たに令和２年１月に北尾張部が設立 



されました。 

また、３０年度から各区へ「協議体」運営費の一部を補助しています。 

  「支え合いまちづくり研修会」（ながのまちづくり活動支援事業）は安全・ 

防災部会と協働して取り組んでまいりました。 

 

２ オレンジカフェ 

オレンジカフェの新たな展開です。平成２９年に北尾張部地域の「まめ 

カフェ」が誕生し、続いて、北堀地域の皆さんの協力により、「オレンジカ

フェきたほり」の誕生、本年度は、社会福祉法人〈ケアハウスあさひ〉内

にオレンジカフェ「ハイネスあさひ」が誕生し毎月第２木曜日に開催して

いる。 

 

 ３ はつらつ健康体操 

はつらつ健康体操クラブは平成２９年から続々と誕生し、高齢者が集い、 

一つの居場所となっています。地域包括ケア推進課から指導員を派遣要請 

し、５回の指導を受け、それぞれ区のクラブ代表の指導のもと運営されて 

います。令和２年１月に北尾張部区が仲間入りしました。 

 

４ 社会福祉大会 

   社会福祉大会は１０月２６日(土)に「支え合うまちづくり」をテーマに 

各区の取り組み状況のワークショップを予定したが、１０月１２日の台風１ 

９号による甚大な被害が発生し、復旧に向けた取り組みにより大会を(２月 

２９日)に延期しました。今回の水害の現状を見たとき、「忘れられている朝 

陽地区の災害の歴史を学ぶ」をテーマに変更し、北屋島区在住の丸山 剛先 

生に講演を依頼し準備をしていたところですが、「新型コロナウイルス感染 

症」の発生に伴い集会等の自粛要請もあり、再度福祉大会の中止を決定しま 

した。 

    なお、本年度新設した「福祉功労者表彰」については、３月２２日（日）

に１０名の皆様宅を各戸訪問し実施しました。 

 

５ 視察研修(新潟市) 

     ８月２８日（水）～２９日(木)新潟市を訪問し（参加者２４名）、河田珪

子さんが主宰する「実家の茶の間紫竹」（基幹型地域包括ケア推進モデルハ

ウス）を視察、交流。一軒の空家を借り上げ地区の皆さんのよりどころと

してボランティアの皆さんが運営されている。翌２９日には「早道健康福

祉会館」見学と地域コミュニティー協議会との交流を行った。 

 

 

 



６ 児童福祉事業 

（１）放課後子ども総合プラン運営委員会の運営  

５月１４日（火）、９月２日（月） 

（２）朝陽小学校体育館改築に併設する新児童センターの工事が令和３年３月 

完成に向け進められている。開校に向け「放課後子ども総合プラン」の運

営を検討。 

「新型コロナウイルス感染症予防対策」では、学校は休校ですが、子ども

プラン(児童センター・子どもプラザ)は、開校しています。 

 （３）子育て支援赤いほっぺ事業、毎月第１、３水曜実施。育児相談を行い 

ました。また、月１回朝陽小学校５年生を受け入れ（総合学習）ました。 

 なお、子どもの少子化に伴い、朝陽公民館主催の「あさひっこ教室」と

「赤いほっぺ」との合同開催について、５月開催に向け協議している。 

（４）朝陽小学校４年生の福祉体験学習（車いす、アイマスク、白杖）に協力 

 

７ 子ども食堂 

（１）朝陽団地のママさんを中心とする親子が運営する「まんぷく食堂」を世 

代間交流と位置付け、積極的に支援しました。朝陽団地集会所、北長池公 

会堂で月１回開催されています。 

 

８ 福祉懇談会 

（１）地区別福祉懇談会を１１月に８区の開催、台風１９号による甚大の災害 

の状況から、災害時の連絡体制や、避難行動、避難場所等をマップ上に落 

としながら検討されました。 

   生活支援体制「ささえ愛あさひ」の研修会、及び各区の協議体の活動と 

連動し、懇談会が地域課題の解決に向け、年々実り多いものになっていま 

す。 

 

９ 地域たすけあい事業 

（１）福祉自動車２台による通院支援  

利用人員 ４６６名 回数１７４９回（１月末現在） 

（２）家事援助による支援  

   利用人員 ９１名 回数３５４回 

  

１０ 高齢者事業 

（１）傘寿お祝い（８０歳）、「おしゃれ風呂敷」 ３９名に贈呈  

絵手紙を添えて贈呈 

（２）ふれあいの旅 於：湯っ蔵んど ２９名参加 １０月１８日（金）実施 

（３）高齢男性のための料理教室 年８回実施 延べ１２８名参加 

   講師のお手伝いとして福祉推進員の協力 １６名 



１１ 地域福祉事業 

（１）福祉推進員活動 

   お茶のみサロン・ふれあいの集い（各区実施）ふれあいの旅、傘寿の祝 

 

１２ 広報活動 

（１）社協だより ４８号～５１号 

（２）赤いほっぺ通信 年２回発行 

 

１３ ボランティア事業 

（１）ボランティア研修・交流会 ２月１日（土）３５名参加 

 

１４ 企画会議 

（１）毎月第２（火）と第４（火）に実施 

  事業の調整、企画立案、執行の段取り、運営の諸問題他全般にわたり協議

を行っている。 

（２）社会福祉部会 

   毎月第３火曜日に会議を行い、事業の検討・事業の執行にあたるほか、

各区の諸問題の情報交換をおこなっている。 

（３）福祉推進員会 

   委嘱式・研修会の実施 

 

１５ 生活支援自動車 

   地域福祉ワーカー、たすけあい事業コーディネーターの活動を保証する

ために、３１年４月に公用車（軽自動車リース）導入活動しています。 

 

１６ 事務局体制 

   令和２年１月から地域福祉ワーカー(生活支援コーディネーター)とし

て河原田智子さんを雇用、活動中です。 

 

〈健康増進〈健康増進〈健康増進〈健康増進部会〉部会〉部会〉部会〉  

  健康増進部会では、今年度も朝陽地区の皆さまの健康づくりを目指し次の

事業を実施しました。 

 

 １ 健康講演会 

 （１）９月１日(日) １０：００～朝陽支所２階にて 参加者４１名 

１回目 「バランスの良い食事の講習会」をテーマに塩分控えめでも美

味しい料理のコツについて 

講師：栄養士 山岸 朋美 先生     

                           



 (２) １１月９日（土）２：００～ 朝陽支所２階 参加者５５名 

２回目 「あなたの血管は？」をテーマに食生活について講演をいた

だきました。 

講師：小谷医院 院長 小谷 素子 先生                   

 

２ 健康講座   

「軽体操とボッチャ講習会」指導：健康指導士 工藤 千恵先生 

１回目 １月２６日（日） 朝陽公民館体育館にて 参加者 ３４名 

２回目 ２月２日（日） 朝陽公民館体育館にて 参加者 ３０名                 

 

３ 健康推進員研修会 ７月６日（土） １０：００ 参加者 ３９名 

  「怪我等の緊急対応について」 

講師：長野市消防局鶴賀消防署東部分署 所長 倉島 今朝継様 

「健康について関心を持ちましょう」 

 講師：三陽保健センター 保健師 丸谷 由紀様 

 

４ 健康だより(回覧)３回発行しました 

   第２０号 ９月１日発行 

   掲載内容：ながのベジライフ宣言・怪我等の緊急対応について他 

   第２１号 １２月１日発行 

   掲載内容：減塩ポイント・フレイル予防他 

   第２２号 ３月１日発行 

   掲載内容：メタボリックシンドローム予防の１０か条・ 

歯とお口の健康情報他 

健康増進部会では今年度、部会の活動及び各区での活動用にボッチャ用具を

３セット購入しました。申込み先：朝陽地区住民自治協議会事務局 

 

〈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・地域文化の発展及び子ども・高齢者・障がい者等の人

権が尊重される明るい地域づくりを目指し、次の事業を行いました。 

 

１ 青少年健全育成関連事業 

（１）あいさつ運動 

   年間を通しての運動を展開し、６月は第５８回強調月間、９月は第５９

回強調月間と位置付け、通常の白色幟旗を、一部黄色幟旗に交換し、各地

区役員に協力いただき児童等の登校時間に合わせ街頭啓発運動を実施。 

  （啓発運動延べ人員６月、２３６人 ９月、２２５人 計４６１人） 

（２）地域と学校との連携懇談会の開催 ７月１３日(土) 参加者８３名 

当地区関連学校（朝陽小・信大附属小・三陽中・東部中・長野東高・



長野盲学校・信大附属特別支援学校） ８校の協力をいただき、子ども

達並びに学校の諸問題・課題等の意見交換を実施 

（３）第４１回青少年健全育成推進大会の開催  

１０月１９日(土)  参加者７２名 

 ・講演内容「インターネット問題の要因と社会背景」 

       ～少年はなぜのめり込む程に集中してしまうのか～ 

・講師 長野市教育委員会 少年育成センター 主任指導員 西澤 剛氏 

（４）少年育成委員会による街頭巡回指導・環境浄化活動の実施(８回) 

     朝陽地区少年育成委員１２名が、３班に分かれ地区内(一部区外)の人 

の集まりやすい場所(コンビニ、公園、神社境内、駅周辺等)パトロー 

ル、及び学校、交番との情報交換 

 

２ 育成会連絡協議会関連事業 

（１）朝陽育成会少年野球、サンライズ杯野球大会、朝陽少女ソフトボール 

クラブへの支援 

・少年野球 (部員３０名)  

 Ａチーム 22大会参加 内優勝3回 準優勝2回 その他練習試合29回 

     Ｂチーム ７大会参加 内優勝１回 準優勝 1回 その他練習試合 13回 

        Ｃチーム ２大会参加 その他練習試合 4 回 

  ・ 少女ソフトボールクラブ （部員１２名）１１大会参加  

         内準優勝２回 ３位３回 その他練習試合９回 

（２）第２７回朝陽地区綱引大会の実施  

１１月３日（日）参加者３４７名 選手２３０名 

    低学年優勝：北尾張部Ｂ  準優勝 北堀Ｂ 

 ３位 桜ファイヤーズＢ,桜ファイヤーズＣ 

高学年優勝：桜ファイヤーズＡ  準優勝 北屋島Ａ  

３位 北長池Ａ 南堀Ａ 

 

３ 文化芸術に関する事業 

（１）朝陽音頭保存会は朝陽小学校運動会(６月)、朝陽地区敬老会(９月)で 

朝陽音頭の指導と普及に努め、また長野市甚句・音頭交流会に参加し、 

１２団体と交流を深めた。 

（２）ふるさと朝陽を学ぶ会は北長池・北尾張部地区内の歴史探訪を実施。 

（１０月１５日(火)、参加者３１名）(説明者 倉石 高英氏 桜新町) 

 

４ 人権協議会関連事業 

（１）第２７回人権を考える住民集会の開催 ６月２２日(土)参加者１４５名 

・朝陽小学校 児童会長・白鳥 広太郎さん、ともだち委員会会長・岩島 愛

梨さんの意見発表 



・基調講演 虐待された子、大人になったらこうなった 

      元被虐待児が語る「その時」から今まで」 

・講師 石坂 成人 氏 (小布施町在住) 

（２）朝陽地区人権協議会構成団体役員研修会 の開催 

１１月１６日（土）参加者５３名 

  ・ 講演内容 「児童虐待を通じて子どもの人権を考える」 

    ・ 講師 児童養護施設 三帰寮 寮長 西澤 武十 氏 

 

５ 朝陽小学校環境整備に関する事業 

（１）朝陽小学校環境整備推進会 定期総会の開催(４月、ＰＴＡ総会終了後) 

朝陽小学校の第１期計画の目途が、２０２２年明確となり、校地拡張 

の初期目的が図られる事から「解散」の承認を得た。 

 

 ６ その他 

（１）各関係機関主催の研修会・情報交換会等への参加 

  

 

〈公民館部会〉〈公民館部会〉〈公民館部会〉〈公民館部会〉    

        長野市朝陽地域公民館連絡会は、朝陽地区住民自治協議会の公民館部会と

して、学習・文化・芸能及びスポーツの活動を通じて地域の発展と地域住民

の交流を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的に、長野市立朝

陽公民館と共催して次の行事を行った。 

 

１ 文化・芸能活動 

（１）第５４回史跡巡り ６月２９日（土）                  

「満蒙開拓平和記念館・長岳寺・奈良井宿をめぐる旅」参加者 134 名で実

施。 

（２）朝陽地区敬老会 ９月１４日（土） 市立朝陽公民館体育館 

   ７０歳以上の方を敬愛の心で長寿を祝った。  

参加敬老者８９名・来賓等７２名 合計１６１名 

（運営協力者：赤十字奉仕団 1８名・交通安全協会４名） 

（３）朝陽地区成人式 １月２日（木） 市立朝陽公民館体育館 

参加新成人８０名 

（平成１１年４月２日から平成１２年４月１日に生まれの方）  

 

２ スポーツ活動 

（１）第５１回朝陽地区親善球技大会 ８月２５日（日） 

成人野球          ：長野東高校グラウンド 

成人女子バレーボール    ：長野東高校体育館 



グラウンドゴルフ・ペタンク  ：朝陽小学校グラウンド 

高学年ドッジボール     ：朝陽小学校体育館   

低学年ドッジボール     ：朝陽公民館体育館   

ゲートボール        ：南堀公園グラウンド  

参加選手・監督６３０名 来賓・役員等９１名 合計７２１名 

（運営協力者：スポーツ推進員・赤十字奉仕団・健康推進員・ニュースポー

ツ同好会・ゲートボール連盟・長寿会・育成会連絡協議会・朝陽公民館） 

 

３ 学習活動 

（１）役員研修会  

１月１８日（土） 朝陽支所２階集会室 

公民館部会主催の事業におけるリスク・懸念事項について研究をおこな 

った。フレイル対策用朝陽音頭体操 

（２）人権研修会等への参加 

６月２２日（土）開催の「第 27 回人権を考える住民集会」に参加した。 

（２）人権教育・啓発活動等への参加  

〈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 

真を多く取り入れるとともに、地域の皆様に親しめる紙面づくりに努めまし 

た。また、昨年度に引き続き朝陽地区の事業者から広告を募集し、６社を掲載 

しました。 

 １ 主たる事業 

(１)輝くあさひ第４８号の発行 印刷部数 ６，１００部 

    発行日 令和元年７月１日 

    主な記事 定期総会、会長挨拶、各部会の事業計画、組織図、平成３

１年度役員体制、一般会計収支決算書、一般会計収支予算書 

 

 （２）輝くあさひ第４９号の発行 印刷部数 ６，１００部 

    発行日 令和元年１０月１日  

    主な記事 ささえ愛あさひ、朝陽市場、子育て広場「赤いほっぺ」、 

水防訓練、男の料理教室、人権を考える住民集会、         

地域の防災をアップしよう、支え合いマップづくり研修会、８区の行

事・事業、史跡めぐり、親善球技大会、広告 

 

（３）輝くあさひ第５０号の発行 印刷部数 ６，１００部 

    発行日 令和２年１月１日  

 主な記事 会長の新年挨拶、支所長の新年挨拶、敬老会、オレンジカフ 

ェのオープン、戦没者等追悼式、防災施設の視察、青少年健全育成推進 



大会、防災講座、健康講演会、災害ボランティア、8 区の行事・事業、 

綱引き大会、歴史探訪 

 

（４）輝くあさひ第５１号の発行 印刷部数 ６，１００部 

    発行日 令和２年３月３１日  

    主な記事 成人式、令和元年度を振り返って、各部会の活動報告、人

権協議会構成団体役員研修会、8 区の行事・事業、災害義援金の贈呈、

軽体操とボッチャ講習会 

 

 ２ 部会活動、編集会議 

  各号編集会議を計 9回開催 

  ４月２９日、５月２６日、６月１日、９月１日、９月８日、１１月２４日、

１２月１日、２月２３日、３月１日 

 


