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テーマ

ふれあう

の

風景

12月1日、美ヶ原はすでに雪景色。
この
日、松本市側には北アルプスを、長和町
側には富士山を望むことができました。

〜さまざまなものにふれあい感じた心が豊かに育ちますように〜
平成
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年の新春を迎え︑皆様の

発行から2年を迎える﹁地域自

ご多幸とご健康を心からお祈り申
し上げます︒

輝かしい新春を迎えて

整備事業︑武石山岳会の焼山沢登
山道整備事業︑武石早起き野球連

盟の信濃グランセローズを招いて

の野球教室︑武石音頭・武石小唄

を愛し保存する会の見よ美しの歌

まち魅力アップ応援事業の採択を
受け実現しました︒ 年度はさら

をテーマにしたコンサートの開
催︑以上4つの取り組みが︑わが

に多くの自治会や団体の皆様の
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治センターだより武石﹂は︑今年
も身近な情報紙として地域の情報

からの投稿記事もお待ちしており

や話題を伝えてまいります︒皆様

﹁地域を活性化したい﹂という思

いが形となり︑武石地域が元気に

輝くことを願っております︒

ます︒本年もよろしくお願いいた

します︒
さて︑平成 年度は︑地域予算
の導入など新市の地域内分権の形
が整えられた年でしたが︑その一

環として地域の個性を生かしたま
ちづくりを支援する﹁わがまち魅

力アップ応援事業﹂が始まりまし

た︒余里自治会の花桃の里自治会

皆さんにとって
どんな１年でしたか？
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武石

1・13 成人式
1・

1

2・17
2・
17 ともしびの里芸能祭

3・8 武石音頭Seven完成
3・8

4・20 一心様の火渡り

5・3 ふるさとウォーク

6・23 花菖蒲旬間

7・13 消防上小大会

8・12 武石夏祭り

9・13 敬老会

10・23 画家・原田泰治氏が「武石の秋」を披露 11・3 信濃グランセローズ野球教室 12・22 番所ヶ原スキー場開き

武石公民館だより

やすらぎでミニツリーづくり
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ルサービスと元気な歌声に誘

クロースがやってきました︒

デイサービスセンター

１ 日に利用者の皆さんに

サンタさんに質問したり︑プ

われて︑武石保育園にサンタ

よるクリスマスツリーづ

レゼントをもらったり︑子ど

月

く り が 行 わ れ ま し た ︒ツ

もたちは大喜び！プレゼント

﹁やすらぎ﹂では︑

リー型に切り抜いたダン

日︑園児のキャンド

22

保育園にサンタが
やってきた！

12

月

しています。

のお礼に︑つぼみ・花・星組

すような地域づくり・職場づくりの実現を目指

ボールに色付けされたマ

境に与える影響を認識し、環境への負担を減ら

は元気な歌を︑月組はすてき

んでいます。自治センターなどで行う業務が環

カロニなどをボンドでつ

ン環境行動計画に沿った環境保全活動に取り組

な演奏をサンタさんにプレゼ

環境保全推進委員会を立ち上げ、エコアクショ

け︑小さなツリーが完

武石地域自治センターでは、平成20年度から

ント︒園児から手作りプレゼ
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喜んでいました︒

STOP！

地球温暖化

ントも渡され︑サンタさんは

12

日に﹁レッツちゃれ

武石公民館 ℡85-2030

12

月

名の子

ん児﹂で行灯づくりとマレッ

トゴルフが行われ︑

どもたちが参加しました︒午

前中は武石ともしび博物館で

行灯づくりが行われ︑職員に

作り方を教わりながら子ども

たちは制作に取り組み︑思い

思いの作品ができあがりまし

た︒午後は武石森林公園マレ

ットゴルフ場で︑地元マレッ

トゴルフクラブの皆さんとの

プレーを楽しみました︒
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成 ！ 個 性 あ ふ れ る ミ ニツ

〜ふれあいの中で学ぶ〜

リーがたくさんできあが

りました︒

レッツちゃれん児！

CO2を減らすためのアクションを起こそう！
自治センターが取り組む環境行動計画
①紙類の使用量の削減
（両面印刷、
片面使用済用紙の活用など）
②電気使用量の削減（空調の適温化、
パソコン等の待機電力節減など）
③公用車CO2排出抑制
（アイドリングストップの徹底、
徒歩通勤など）
④グリーン購入の推進（環境配慮商品の購入、
節約や長期使用）
⑤ごみの減量
（リサイクルしやすい職場環境づくり、使い捨て製品の購
入自粛など）

みんなで止めよう 温暖化

り組む
上田市も取 ス6％」
ナ
イ
マ
「チーム・

「チーム・マイナス
6％」は、2005年京都
議定書の「1990年に比べ

日本のCO2などの温室効果ガス排出量の6％削減」
を実現
するための国民的プロジェクトのこと。一人ひとりの心がけ
が地球を救う大きな力になるはずです。皆さんもできるとこ
ろから
「STOP!地球温暖化」に取り組みませんか。

CO2を減らすための6つのアクション
ACT1：温度調節で減らそう 冷房室温28℃、暖房室温20℃にしよう
ACT2：水道の使い方で減らそう 蛇口はこまめに閉めよう
ACT3：自動車の使い方で減らそう

エコドライブをしよう

ACT4：商品の選び方で減らそう エコ製品を選んで買おう
ACT5：買い物でごみを減らそう 過剰包装を断ろう
ACT6：電気の使い方で減らそう コンセントからこまめに抜こう
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武石地域自治センターからのお知らせ
武石地区自治会長会が12月19日に開かれました。地域自治センターから自治会へお願い、お知らせした主な内容を掲載します。

市・県民税納税相談

除雪作業にご協力を
冬の道路は
気をつけて

確定申告は
忘れずに

武石を
魅
力
あ
地域にしよ ふれる
う

わがまち魅力アップ応援事業

自治会が行う「個性あるふるさとづ

2月16日㈪から3月16日㈪まで、武石

除雪機による除雪は、積雪10cm

くり応援事業」、5人以上の市民活動団

地域自治センター及び各地区公民館

以上になった場合に幹線道路を優先

体が行う「特色あるまちづくり応援事

（鳥屋・沖・下本入・下小寺尾・築地

して行います。除雪作業等に支障と

業」に対し、市が補助金により応援し

原・余里・小沢根）で申告受付を行い

なる路上駐車や道路上にはみ出した

ます。

ます。農業申告の申告日を別に設けま

木の枝等の処理について、ご協力を

せんので、対象地区の申告にお出かけ

お願いします。大型機械による除雪

ください。

で各家の入口に寄せられた雪を道路

皆さんのご応募お待ちしています！
【応募期間】1月19日㈪〜2月20日㈮
地域振興課

℡85-2824

市民生活課

災害時に飲料水提供

に出さないよう、また高齢者宅入口

℡85-2827

の雪かきは、地域の皆様の協力をお

冬期の水道凍結に注意

願いします。除雪等で側溝や水路が
つまった場合は、各自治会で対応し

水道にも
寒さ対策を

市が北陸コ
カ・コーラ
と協定

てください。
塩カルが必要な自治会は、地域自
治センターに取りに来てください。
権現と小原バス停にも配備していま
すので、ご使用ください。
建設課

℡85-2793

冬期間の水道凍結事故防止のため、
自治センター東入口に災害時に飲料

凍結防止帯や不凍栓の確認、メーター

水を無料で提供する自動販売機が設置

ボックス内の保温をお願いします。ボ

されました。災害時には、飲料水が無

ックス内の保温には、ビニール袋など

料で提供され、メッセージボードで災

に入れた発泡スチロール等の保温材を

害情報をリアルタイムにお知らせしま

入れましょう。また、検針業務を2月

す。普段は、時事通信社の速報ニュー

に行いますので、ボックス周辺の雪は

スや地域情報が流れています。

きをお願いします。

地域振興課

℡85-2824

武石上下水道課

武石地域協議会
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地域振興課 ℡85-2824

8

12

月

10

日開催

年度武石地域の主な

21 21

第 回

●平成 年度予算要求の概要

平成

予算要求の内容について各担

当課長から説明がありまし

た︒

▼市長に意見書を提出

10

月までの地域協議会で協

11

議された地域振興基金を使っ

日付市長宛に意見書を提

6

た激変緩和措置について︑

月

出しました︒

ic

白河市東地域協議会が
視察にきました

p
To

福島県白河市 東 地 域 協議

会の皆さんが武石地域協議

会へ視察に訪れました︒正

副会長︑地域振興・市民 生

活 部 会 長 の４ 名 が 出 席 し ︑

合併の経過や武石地域協 議

会の状況︑お互いの地域 の

現況などを話し︑意見交 換

を行いました︒

3

活動日誌

℡85-2825

わらでっぽうづくりと
おもちつき

武石産の新そば粉を使い、地元そば打ち名人が
打ったそばでもてなす武石新そばまつり。11月15、
16日の2日間、武石観光センターで開催されました。
今年のそばは味もよく好評で、2日間で約1,700食の
そばがふるまわれました。毎年恒例、武石産新米の
つきたてもちも大人気！120kgのおもちもあっという
間に完売しました。

地元の味、地元の腕をふるう

11月7日、武石保育園でわらでっぽ
うづくりともちつきが行われました。
高齢者クラブのおじいちゃん、おばあちゃんと、
わらでっぽうやあやとりを楽しんだ後、みんなでも
ちつきをしました。「よいしょ、よいしょ！」と大き
な掛け声を出しながら、子どもたちは交代で重いき
ねをにぎり、もちをつきました。お昼は、一緒に遊
んだおじいちゃん、おばあちゃんと、つきたておも
ちをおなかいっぱい食べました。

地元で採れた野菜や米を、小学校等へ出荷してい
る学校給食野菜供給組合「せんぜい畑の会」の皆さ
んと武石小学校の子どもたちの交流給食が、12月3日
に行われました。せんぜい畑の会では、主に4〜11月
に野菜、米などを出荷しており、小学校の給食材料
の30%以上が武石産です。この日、野菜等の生産者ら
11名が各クラスのテーブルに交じって、
「 給食だいす
き！」と話す子どもたちとふれあいながら、昼食を
楽しみました。

みんな︑給食がだいすき♪

子どもたちに
地元の野菜を

遊休農地解消対策の一環として、農業委員会など
が栽培した野沢菜の収穫即売会が、11月18日、築地
原の収穫体験農園で行われました。小雨の中、訪れ
た約100名の皆さんにより約400束の野沢菜が収穫さ
れました。作業の後は、生活改善グループの皆さん
の豚汁サービスで体を温めていました。

薮合地区シニアクラブ

17

たけし の話題

11

電動車いす
安全運転講習会

月 日︑薮合地区シニアク
ラブが︑電動車いす安全運転講
習会を武石体育館駐車場で開催
しました︒電動車いすは︑道路

交通法は歩行者︒運転免許はい
りませんが︑使い方や道路交通
法を正しく理解しておく必要が

あります︒県交通指導員の増子

芳春さんから使い方などをてい
ねいに教わった後︑ひとりずつ

乗 車 体 験 を し ま した︒﹁ 年 を 取
るとだんだん足が利かなくな

締切▶2月13日（金）

る︒これは具合がいい！﹂と参

加者からは好評でした︒

「たけしの話題」募集しています！
！

おいしい漬物になあれ

送り先▶地域振興課 TEL85- 2824 FAX85- 2313

古紙配合率 100％再生紙を使用しています。
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