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新たな門出を祝う

１月２日（日）朝陽公民館体育館において、朝陽地区住民自治協議会と朝陽公民館の共催による平成
２３年の朝陽地区成人式が行われました。新成人９０名（男４７、女４３）が未来に向かって新たな旅立ちを
いたしました。
式の前に２グループ分けと地区毎の記念写真撮影があり、その後式典、記念演奏会そして祝宴に及び
ました。式典では市歌斉唱、白澤朝陽公民館長の式辞、新成人への記念品（袱紗（ふくさ）など）の贈呈、
来賓祝辞が行われました。
新成人の代表は、抱負と決意を力強く発表しました。祝宴の部では料理とソフトドリンクが供せられ、荒
井公民館部会長及び恩師のあいさつの後は、久しぶりに再会した友人との交流を深め、和やかな立食
パーティーとなりました。【関連記事２頁】
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更 なる自治協の発展へ

北尾張部

宮澤裕希

日 時：平成２３年４月２３日（土）
場 所：朝陽公民館分室（朝陽支所２階）
総会の内容は、後日お知らせいたします。

新成人のメッセージ

本日は︑成人を迎えた私たちの門出に対し︑このような盛大な

式典を催していただき︑誠にありがとうございます︒また︑お祝

いや激励の言葉をいただきました︑市長をはじめご来賓の方々︑

さらに多数ご出席いただきました皆様に新成人を代表して心より
感謝申し上げます︒

そして︑今日まで私たちと関わり合い︑私たちを育て︑励ま

し︑ご指導をいただきました家族や先生方︑地域の皆様に︑本日

私たちが無事成人を迎えたことをご報告するとともに︑感謝の気

持ちを今︑新成人一同︑あらためて強くしていることをお伝えし
たいと思います︒

私たちは二十歳を迎えたばかりで︑社会人としてはまだまだ未

熟です︒社会に出て働いている人︑学生として勉強中の人︑まだ

将来の道を迷っている人︑さまざまです︒しかし︑成人として晴

れの門出を迎えた今︑大人としての自覚を持ち︑責任ある社会人

として歩んでいく決意をここに誓います︒どうか︑これからも温

かい目でご指導︑ご鞭撻いただきますようお願いいたします︒

私たちは︑これから一人の大人として社会の一員として生きる

ものとなり︑世界のこと︑国のこと︑地域のこと︑そしてやがて

は大切な家族のこと︑様々に関わりを広げて行くことになりま

す︒その中で︑地域に残る者︑外に出て行く者︑それぞれだと思

いますが︑ここで申し上げたこと︑皆様から頂戴した言葉を胸に

刻み︑これからの人生を歩んでいきたいと思います︒

簡単ではありますが︑これをもって新成人代表のあいさつとさ

せていただきます︒本日は誠にありがとうございました︒
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朝陽地区住民自治協議会定期総会のお知らせ

平成２３年度

河原田正通
朝陽地区住民自治協議会長

朝陽地区住民自治協議会は、平成２２年４月１日「あかるく さわやかに ひかりかがやく里 朝陽」
をスローガンにスタートをいたしました。
早いもので間もなく一年を迎えようとしております。各部会においては、部会長を中心に役員一丸と
なって事業計画に沿った活動を展開してまいりました。事業全般にわたり概ね順調に推移したことに部
会の皆様、朝陽地区住民の皆様方の格別なご支援ご協力によるものと心から感謝申し上げます。
これからの住民自治協議会は、各地区の自治活動が基盤であり、各地区との連携がより一層重要にな
るものと思います。この連携の強化は、各区から選出される役員（評議員）がそれぞれの部会に所属し
ていただき、地区の課題等をもちより検討を加え、新たな展開を図り、自治活動を活発にすることだと
思います。
今後とも地域の課題は多岐にわたると思いますが、現在、自治協議会は、住み安い地域の実現のため、
その将来の方向性を考える「地域まちづくり計画」の策定委員会を立ち上げ検討に入っております。
なかでも最大の課題は、事務局の一層の強化と、朝陽地区住民の皆様方の積極的な関与をいただくこ
とです。
朝陽地区住民自治協議会の更なる発展に、絶大なご支援ご協力を切にお願い申し上げます。

朝陽地区住民自治協議会の１年
部会の事業報告
住民自治協議会の１年間の活動が終わります。本号では、各部会の事業報告をしていただきました。
事業活動には大変な面もあったでしょうが、役員もそして住民の方々も新たな自治を切り拓く精神を持
ち、行動を起こす意欲を持ち続けなければならないと思います。
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(1)元気なまちづくり市民会議の開催
日 時：８月２１日 会場：朝陽支所
議 題：「都市内分権の推進」
(2)朝陽地区戦没者等追悼式の開催
日 時：９月２３日 会場：朝陽体育館
(3)朝陽地区住民自治協議会組織等検討委員会の開催
開催数：８回（日時：６月１０日〜１１月１３日）
検討結果は、常任評議委員会において承認され、
２３年度に部会、支部の体制等の見直しの基とす
るとされました。

災部会
防
・
全
安
重点項目は次の５項目。
①災害時要援護者登録制度の確立
②朝陽地区内安全・安心の点検
③防犯運動の実施
④交通安全の推進
⑤自主防災の活動
今年度は、特に長年の念願であった災害時要援護者
の登録制度について推進を図ってきました。その結果、
各区において登録者台帳の整備とその管理方法が確定
しました。今後は対象者の登録に向けて進捗を図ります。
また、救急・火事・災害時において一人暮らしの高
齢者や体の不自由な方々の親族等への連絡がスムーズ
に対応できる「緊急時連絡先」カードを地区内全戸に、
配布することを検討しています。
地区内安全・安心については、夏季及び年末に防犯
パトロールを実施しました。
交通安全の推進についても努めましたが、今年度内
にお二人の命が奪われました。ご冥福を心からお祈り
いたします。
朝陽地区内には、ほぼ中央に交通量の多い国道１８
号が東西に横断します。歩行者用横断歩道は意外に少
なく、利便性を欠くのですが、横断歩道以外の箇所で
は安易に横断できるものではありません。事故防止対
策として自発光式道路びょうの設置が行われました。

総務部会長：斉藤康伸

朝陽地区戦没者等追悼式

安全・防災部会長：千野長重

国道18号北長池地籍（ヨコハマタイヤ前）の
縁石に設置された自発光式道路びょう
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環境美化部会長：西沢正之

家庭ごみ有料化制度導入後のごみの発生量は、長野市生活環境課発行の「ゴミ通信」によれば、
２２年８月以前１１カ月間と前年の同期間とを比較すると、総量で10.3％減少したと報じられました。
ごみの減量には効果がありました。しかし分別については今もって徹底できていないのが現状です。
環境美化部会は、啓発のチラシを全戸配布し、適正なごみの出し方の徹底を図りました。
その他の主な事業活動は次のとおりです。
(1)千曲川河川敷清掃（6月、11月の２回）
(2)生ごみ堆肥化講座の開催
(3)市清掃センターの見学
(4)ごみ分別強調月間の設定とごみ集積所の巡回指導（実施区：南屋島、北尾張部、桜新町、南堀）
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健康・福祉部会長：山田忠明

(1)男性のための料理教室 開催数：８回 夏期の部：６月、７月、８月
秋期の部：９月、１０月、１１月 冬期の部：１月、２月
(2)ウォーキング講習会 開催数：２回 開催日：９月９日・３０日
参加者数：９名・２０名
講習時間：２時間 会場：朝陽公民館体育館と周辺
(3)ノルディックウォーキング講習会 開催数：１回 開催日：１０月１２日
参加者数：２２名
会場：東和田運動公園周辺
(4)献血事業 開催数：1回 開催日：１０月１４日
献血者数：１８名
(5)「お助け制度」の実施
利用実績：１件（３月 南堀）
(6)「買い物お助け制度」に関するアンケート調査の
実施（協力：民生児童委員）
６月、８月に調査実施したが、意見の集約に至らず、
一部の要望を反映させて部会内に推進チームを発足
今後検討を重ね、集約する。
する。
ウォーキング講習会

公
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公民館部会長：荒井英雄

公民館部会の事業は、２２年度に廃止された地域公
民館連絡協議会が実施していた事業を引き継ぎ、その
内のいくつかの事業は、朝陽公民館との共催として実
施しました。
(1)第４５回史跡めぐり 開催日：７月３日
旅行先：佐久平 五稜郭龍岡城 旧中込学校等
(2)第４２回朝陽親善球技大会 開催日：８月２２日
会場：朝陽公民館、朝陽小学校、長野東高校
参加人員：４５０名余
敬老会
(3)朝陽地区敬老会 開催日：９月１１日
会場：朝陽公民館 敬老参加者数：１０５名（男：４２ 女：６３）
(4)朝陽地区成人式 開催日：１月２日
会場：朝陽公民館 体育館
新成人参加者数：９０名（男：４７ 女：４３）
(5)役員研修 開催日：１月２６日
研修内容：長野刑務所の見学
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教育・文化部会長：倉石高英

(1)あいさつ運動
実施期間：通年
通年用幟旗を追加作製し、掲示 ６月、９月を強調月間と
した。
(2)地域と学校との連携懇談会 開催日：１０月２３日
「子育てスペシャル・福太郎！ 〜寺町の
大きな家族〜」で反響を呼び、「西の門町」の街づくりに尽力した増沢珠美さんの講演
(3)第３２回朝陽地区健康マラソン大会 開催日：１１月３日（文化の日）
参加者約４５０名
幼児の８００ｍから６㎞の５コースを設定 豚汁のサービス、おやきと焼きパン販売、地元野菜
等の市が開かれ、また長野東高校の竹内先生による走法指導、吹奏楽演奏が行われ、総勢７００
名余の住民交流となる。
(4)人権・同和教育事業
朝陽地区差別をなくす住民集会 開催日：６月５日
地区幹事及び地域公民館担当役員研修 開催日：７月１７日
同促協構成団体役員研修 開催日：１０月９日
その他地域公民館協力による地区単位の人権同和
教育研修、各団体単位による人権同和教育ミニ研
修の実施
(5)第１８回朝陽地区綱引き大会 開催日：１月１５日
参加チーム数：過去最高の３３チーム 参加者数：
３５０名余
(6)少年の環境浄化活動 実施数：６回
少年育成委員を中心に、コンビニエンスストア等の
巡回指導
綱引き大会
(7)朝陽少女ソフトボールクラブ北信越大会出場への補助
実施日：９月２５日・２６日
福井市で開催された同大会に長野県代表として参加 この快挙を祝した
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産業振興部会長：清水彬之

地産地消の研究を目標に検討してきた4年間を振り返るに、残念ながら道筋を見出せずに終わった
といえます。この４年間において産業振興部会が研究したことをここに報告し、少しでも将来の糧に
なるよう願うばかりです。
地域づくりとは、
①地域資源を活用すること

②何に向かって行うか、目的意識が必要であること

③仲間づくり、仲間との連携が必要なこと

④地域の取組みが美しく思われ、実行する者が楽しいこと

⑤携わる者が自主独立の精神を持ち、自己責任をもつこと
だといわれます。要約すれば、自分たちが発案し、自ら行動をとることです。
一例として本地区で実行された事例を掲げます。部会発足当初「商店街の振興策は自分たちで進め
ます。」と断言した朝陽駅前商店会は、広報第１３号に掲載されているように、主催の「あさひ・ふ
るさと夏祭り実行委員会」との連携によりすばらしい夏祭りが実施できました。ひとえに地域住民の
実行力と熱意によるものと思われます。
地産地消の柱にと、道の駅を造るよう市に要請しました。その後の調査、既存の施設の視察研修か
らわかったことは、現在活況を呈している道の駅であっても、最初は野菜直売所として発足し、発展
して物産センター組合となり、その頑張りの結果、道の駅に指定されたのです。道の駅は最初からそ
の名でスタートするのではなく、後で名づけられるのです。しっかりした根っこがあり、枝葉が繁っ
ているのです。
農業従事者の皆さん、なんとか横の繋がりを見出し、「助け合い農業」を始めてみませんか。一人
ひとりは大変ですが、仲間づくり・仲間との連携で農業を再生してみてください。
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広報部長：本藤

豊

広報部は、本機関誌「輝くあさひ」を４回発行しました。編集にあたっては、本年度から朝陽地区
住民自治協議会の本格稼働にともない廃刊となった「地公連だより」の内容を含むことを念頭に置き
ました。今年度の掲載内容として多く掲げたものは、水害対策に関することです。朝陽地区は全域が
河川、用水が関係し、局地的豪雨時には冠水被害の報告が寄せられ、各区長にあっては災害をいかに
最小限に留めるかが関心事であり、市の取組みについても各種情報が得られました。
協議会活動の結果を掲載することは記録として大事ですが、毎年同様な内容になることは明らかで、
それを避けるために、試みとして地区に居住する特異な人物を紹介する欄を設けました。新たな交流
が生まれることを期待して、継続できればと思います。まだまだ紙面づくりに課題、ご意見もあろう
と思いますが、率先した投稿などのご協力をお願いします。

人物紹介

信州ウソくらぶ会長 山口芳邦さん
北尾張部在住

昭和６年生

79歳

ペンネーム「バカ貝」

信毎の投稿欄「建設標」のページに「やまびこ」という小さい枠があり、
短文のコントが毎日二つ掲載されていることはご存知と思います。私、取
材者は投稿者のペンネームの「バカ貝」を何度もみて、どなたなのかとず
っと気にかかっていました。昨年9月の信毎に「信州ウソくらぶ」が創立
40周年を迎え、三行コント全国大会を開催した旨の記事が掲載され、記事
中に「バカ貝こと山口会長（北尾張部）」とあり、驚きをもって身近な方
であることを知りました。住宅地図で住所を捜し、1月15日午前粉雪の日
に訪問し、取材に応えていただきました。最後は三行コントのように話を
まとめていただきました。
−− ＊ −−− ＊ −−− ＊ −−− ＊ −−− ＊ −−− ＊ −−− ＊ −−− ＊ −−− ＊ −−− ＊ −−− ＊ −−
‑‑‑‑信州ウソくらぶの概要を教えてください‑‑‑‑
創立総会は昭和45年6月21日諏訪市の寿司屋で10人ほど集まりました。現在の会員は74名で、内
女性が6名、最高齢が88歳で80代が4名ほどです。会員は長野県人であることの規定はなく県外の方
20名ほどが加わります。昨年の「40周年記念・三行コント全国大会」は名のとおり全国のどなたでも
参加ができ、北海道、愛知県などの県外者14名を含む44名が参加しました。
‑‑‑‑‑建設標と「やまびこ」の歴史を教えてください‑‑‑‑
建設標は信毎の投稿欄です。「やまびこ」は昭和43年1月1日に誕生しました。当時すでに読売、朝
日、産経、中日新聞に三行コントの欄があって、信毎もそれにならったようです。現在は編集応答室が
建設標を担当し、「やまびこ」には県内外から日に80編ほどの投稿があり、担当者が2編を選定してい
ます。
‑‑‑‑会への参加と会長就任はいつからですか‑‑‑‑
三行コントの世界に入り投稿を始めたのは19歳からで、21歳（昭和28年）頃から東京の「あめんぼ
くらぶ」に参加していました。長野県にもクラブを作りたいと思っていました。「信州ウソくらぶ」へ
の関与は昭和45年の創立時からです。10年間ほど他の方が会長に就任しましたが、昭和55年頃以降は
私が会長に就任し、事務局として月刊会報の編纂と20、30年記念誌の作製に携わり、今は40年記念誌
に取組んでいます。
6

‑‑‑‑30年に渡る会長職、すごいですね‑‑‑‑
若い会員でも50代。若い方の入会がないんです。若い方にはこのような世界には興味がなかなか沸か
ないものなのでしょう。事務局の仕事内容から現役の方はむずかしい面があり、引き受け手がいないの
です。誰も手伝ってくれない。そろそろ引継ぎたいものです。
‑‑‑‑「バカ貝」の発想は何からですか。朝陽地区でバカ貝：山口さんを知らない気配がありますが‑‑‑‑
認知しやすくするため、3文字位でカタカナを含ませることにしました。海のない信州で海の貝の名
もいいのではと。山口がバカ貝であること・・んー、そうかもしれない。老人大学（現シニア大学）や
公民館の講座で5、６年間に50回ほど講師を務めました。朝陽を含む地区でも講座を開きましたが、朝
陽地区からの参加者は少数でしたね。
‑‑‑‑‑創作にあたっての平素の心掛け、創作の骨はありますか‑‑‑‑
新聞の見出しを見て、その時のひらめきと連想ですかな。あまりいじくることなくストレートに創り
ます。普段頭の中に整理しているひきだしの中から、見出しをA、ひきだしの中をBとして全く無関係な
ものを結び付ける。その中にチクっと風刺を利かせる。近頃は深みのある作品が少なくなったと感じま
す。駄洒落、語呂合わせ、そのまんまのような作品が多いと思う。そういうのは避けて新しいものを求
めています。社会観察、批評・知識力は衰えたとは思いたくないが、どうかな。
‑‑‑‑創作の面白さはなんですか。作品の編数は‑‑‑‑
自信作が「やまびこ」に掲載されることです。読者が喝さいをもって楽しんでもらえることが目標で
す。創作ノートらしきものは作っておらず、「やまびこ」などに掲載された欄の切り貼りだけはしてい
ます。8000編ほど登載されましたが、投稿数からすれば打率10％未満でしょうか。かつてラジオで「土
曜痛快大通り」という番組があって、川柳的な掛け合いの時間があり、その脚本を三行コントの対話風
に仕上げ、7年間担当したことがあります。毎週金曜日が締切りでこれはむしろ憂鬱でした。
‑‑‑‑山口さんの快心作を紹介してください‑‑‑‑
昭和43年11月読売新聞の「USO放送」に掲載された、「東大 からだが弱いので断念した 受験生」
があります。当時学生闘争が激しく安田講堂の攻防から東大生には体力も必要としたものです。平成17
年までに読売新聞で18回、信毎で48回の月間賞を受けました。近頃の月間賞は70代の方々が占めてい
ます。
‑‑‑‑クラブの楽しさ、今後の夢、要望はありますか‑‑‑‑
同じ趣味の人々が集い語り合うことかな。歩行者天国で路面にチョークでコントを書くパフォーマン
スを考えていたのですが、賛同する会員がおらず実現していません。「三行コント」の名称は公認され
ていない仮の名称なんです。俳句、川柳とかと並ぶほどの名称を作りだし、認知されたいと思っていま
す。
‑‑‑‑創作を通して今の社会をどう見ますか‑‑‑‑
昔は選者との厳しい競争があったと思う。今の社会は当たり障りのない緩やかな風潮で、風刺が薄れ、
ツィッター化して深みのない文字の羅列に見える。新聞社の編集方針、選者の理解力、読者の読解力も
関連しているかもしれません。TV、インターネットの世の中にあって、若い方の読書、新聞離れがある
かも。それでも新聞のよく見られる欄といえば、「若年者は番組表、高齢者はお悔やみ欄」でしょうか。

信濃毎日新聞受賞作品
「無資格X線検診でおわび」
「スト権問題」

バカ貝作

（多くの傑作の中から現在でも解る３作品を選択）

ふかーく頭を下げて、ハイそのまま止めている。（結核予防会）【昭和46年】

どこまで行っても平行線だナ。（レールを歩く通勤者）【昭和50年】

「女子行員大金詐取」

どっちを向いてよいものやら。（防犯カメラ）【昭和56年】
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地域文化の次世代を担う

神楽体験教室

地域には、そこで育まれた独自の文化があるはずです。いろいろな文化があってこそ、人間の社会は
豊であり、交流があり、融合があり、新たな芸術が生まれる可能性があります。近年は外国の華やかな
祭りをまねて導入する地域もありますが、まずは自分たちの祭りがしっかり承継されてのことではない
でしょうか。写真は、石渡神楽こども体験教室の記録写真です。子供たちの興味津津で真剣な眼をみて
ください。次世代を担う子供たちです。新たな分野に興味を持ち、行動を起こしてみることは若さであり、
きり拓く精神の現れです。この子たちの、社会性、人間性、情操豊かな成長を見守りたいと思います。
1月10日（月）石渡神楽保存会主催の「石渡神楽こども
体験教室」が開催されました。この体験教室は、文化庁の
地域伝統文化育成事業の助成を受け行っている「石渡神楽
こども教室」の一環で、獅子舞や神楽に興味をもつ小学生
を対象として開催したものです。
当日は10名の参加があり、保存会員による獅子舞を見学後、
一人ずつ獅子頭を持ち、目標においたミカンをくわえるゲ
ームで獅子を楽しみ、続いて獅子舞のお囃子を叩く太鼓に
挑戦、最後に笛の体験をしました。笛はなかなか鳴らず四
苦八苦。少しでも音が出ると皆で大喜びしていました。
石渡神楽保存会は、次代を担う子供たちの育成に力を入
れています。活動の詳細はホームページに掲載されていま
すので、「石渡神楽」で検索をしてください。
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地区のたより

■南屋島 芸能祭

■南屋島 どんど焼き

１２月５日（日）南屋島公民館において恒例
の芸能祭が行われました。出演者１２グループ
により、エレキギター、尺八、アコーディオン、
ハーモニカ、オカリナ等の演奏があり、詩吟、
歌謡、リズム、コーラス等を堪能しました。出
演者の日頃の活動の成果が感じられた発表会と
なりました。また、育成会役員と子供たちから
の差し入れのいなり寿司は好評で、おいしく頂
きました。最後のビンゴゲームは全員が夢中と
なり、楽しい思い出づくりができました。
芸能祭はふれあいのステージです。文化芸能
を通じての区民の交流の場として、次回も多く
の皆様の出演と観覧を願っています。

１月９日（日）南屋島公園にて「どんど焼き」
が行われました。当日は天候にも恵まれ、朝か
ら小学生と育成会役員が、しめ縄、だるま、正
月飾りを集め、中学生と公民館役員の協力を得て、
５ｍほどの高さの柱にワラをしばり付け、だる
まを数珠繋ぎとしたロープを先端に結え飾り付
けとし、押し建てました。柱の上から目を見開
く沢山のだるまは壮観です。
多くの区民と消防団員の見守る中、午後４時
に点火しました。木の枝先に針金で吊るなどそ
れぞれ工夫した方法をもって、どんど焼きの火
で餅を焼き、今年の無病息災を願いながら食べ
ました。
お陰様で無事にどんど焼きを終了することが
できました。

■北屋島 芸能祭
２月１３日(日)、北屋島区民芸能祭が公民館に
て開催されました。第１部は謡曲、太極拳、詩吟、
フラダンス、空手、コカリナ、長寿会による合唱、
特別出演の歌謡ショーと幅広い演目が披露されま
した。以前はサークル登録された団体がほとんど
でしたが、最近は個人での出演が多くなり、演目
もバラエティーに富むようになってきました。特
に昨年から特別出演している「縁歌フォー」の皆
さんによる歌謡ショーは衣装から本格的で、大き
く会場を沸かせました。また歌だけでなく、太極
拳、空手、といったスポーツ系も北屋島の特徴と言えましょう。
サークルについては高齢化が進み、謡曲、仕舞は休眠状態となっており、伝統芸能がより多くの人
達に親しまれ、引き継がれていくよう新たな参加者を期待したいものです。
第２部は懇親会で恒例のおでんが振舞われ、カラオケ等の余興で大きく盛上り、和やかな酒宴がおこ
なわれ区民の交流が図られました。
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児童センター事業

教育・文化部会事業

親子餅つき大会
晴天に恵まれた１２月４日（土）、児童セン
ターの前庭で親子餅つき大会を行いました。臼
と杵を使っての餅つきの経験がない子供たちに
とっては新鮮な体験です。本大会の運営委員ま
たはお父さんと一緒につく子、一人で重い杵を
持ち上げる子がいて、力が入った餅つきになり
ました。母親クラブの役員、朝陽更生保護女性
会の方々、センター職員がつきあがったばかり
の餅を手早くまるめて、子供たち、保護者、運
営委員の２００名を超える参集者は、おいしい
お餅と豚汁をいただきました。

朝陽地区

綱引き大会
１月１５日（土）、寒波襲来のなか、第１８
回朝陽綱引き大会が、最多の３３チーム参加に
より開催されました。会場は朝陽小学校体育館。
競技の結果は、高学年の部 優勝：ドヤボーズＢ、
準優勝：石渡Ｂ、第３位：北尾張部Ｂ。低学年
の部 優勝：北堀Ｃ、準優勝：石渡Ｆ、第３位：
桜新町オールスターズ でした。
寒さはいつしか忘れ、ヒケー、ガンバレーーー

民生・児童委員、主任児童委員

新体制でスタート

昨年12月、全国一斉に民生・児童委員及び主任児童委員の改選が行われ、朝陽地区は16名の新任委員を含
む26名の委員で活動をスタートしました。
委員は、地域福祉の担い手として、高齢者等の相談や育児支援を行います。困ったことがありましたら気軽
に声を掛けてください。

朝陽地区
会
委

長
員

加藤 武（南屋島）
太田艶子（南屋島）
中村幸司（北長池）
石坂廣子（石渡）
竹内歳一（南堀）
篠原君子（北堀）
西久保ゆ紀子（桜新町）

主任児童委員

民生・児童委員協議会名簿

副会長 横田榮 （南堀）
河原田宏一（北長池）
山口あや子（北尾張部）
藤原典子（石渡）
小林邦男（南堀）
杉本美智子（北堀）

篠原加代子（地域全般）

横田暁子（北屋島）
渕別美代子（北長池）
北川原めぐみ（北尾張部）
德武信子（石渡）
小野澤重幸（南堀）

田所道子（地域全般）

注：（

古川博道（北堀）
春日山さだ子（北長池）
久保田優子（北尾張部）
廣澤幸一（石渡）
川又寿美子（北堀）
須田彌生（桜新町）

）内は担当地域

高齢者交通安全モデル地区の指定
朝陽地区では昨年度、地区内の主要幹線道路で２名の高齢者死亡事故が発生しました。今後も一層激
しくなる道路交通環境の中で、高齢者の交通事故多発が懸念されています。長野県は、平成２３年度の
１年間、長野中央署管内では朝陽地区を「高齢者交通安全モデル地区」に指定し、事故防止の啓発と地
域ぐるみでの交通安全運動の強化に取り組むことになりました。
住民自治協議会は、地区内の各団体と協力して、交通事故撲滅のために、様々な運動を展開して行く
予定です。皆様のご協力をお願いいたします。
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