
［ご案内］１０⽉４⽇〜６⽇に今年も地域委員会主催の都市農村交流事業の⼀環として早稲⽥⼤学⾼等学院中学部
⼆年⽣の⺠泊受け⼊れを⾏います。⺠泊受け⼊れ家庭にになっていただける⽅や⾏事にご協⼒いただける⽅を募集
しています。詳細は http://nobusato.net/ または地域委員会へお問い合わせください。

主なイベント情報
８⽉１９⽇（⽇）信⾥10時間野排球⼤会（場所：信⾥⼩学校）
８⽉１９⽇（⽇）信⾥婚活イベント参加者募集開始（イベント⽇は9/15・9/29・10/7・10/14の全４回） 
９⽉ １⽇（⼟）のぶさと祭り（場所：信⾥⼩学校）
１０⽉２８⽇（⽇）⼩⼭清茂記念展⽰室ミニコンサート（場所：村⼭スポーツセンター）

　　発行者 　　信里地域委員会　広報部会

　　　次号予定　信里未来トークレポート　等
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≪来年度から地域委員会会則が改正されます≫
６⽉24⽇に⾏われた信⾥地域委員会臨時総会において、平成31年度（2019年）4⽉からの

地域委員会会則の改正が決議されました。主な⽬的は役員定数の削減による役員選出負担の
軽減と⼥性の参加率の向上です。

◯主な変更点◯
〈部会再編〉

・地域・振興部会と環境・安全部会の統合
・広報・広聴部会の廃⽌
・調査提⾔部会の新設（※現 ⼥性集落員）

広報・広聴部会の機能及び⼥性視点で地域内の住⺠課題の調査研究を⾏う、
⼥性のみで構成する部会

・保健・福祉部会を社会福祉部会へ変更

〈部会会計⼀本化〉

・各部会ごとにあった会計・⼝座を⼀本化

〈部会⻑が副委員⻑を兼務〉
現⾏会則では別で選出している本会副委員⻑を改正後は部会⻑が兼務とすることで、

本会と部会の連携を強化する。

その他軽微な変更など改正後の会則全⽂は
地域委員会事務局にお問い合わせいただくか、
またはWEBサイト http://nobusato.net/ に
掲載していますのでご確認ください。

イベントレポート

ポンプ操法大会に篠ノ井第五分団（信里）が出場しました
６⽉24⽇に⾏われた第60 回⻑野市消防団ポンプ操法⼤会に

信⾥地区の篠ノ井第五分団が５年ぶりに出場しました。５名の出場
選⼿をはじめ多くの消防団員と家族のサポート、OBや地域関係者
などの激励を受けながら約２ヶ⽉間もの間、早朝４時半から⼤会に
向けた訓練をしてきました。

残念ながら上位の⼤会へ進むことは出来ませんでしたが
ポンプ操法技術の向上、消防団員の団結⼒の向上に繋がる
⼤会となりました。

［出場選⼿］
指揮者 新井真司（遊⾕） １番員 佐藤孝吏（有旅第⼀）
２番員 ⼤原勇也（上有旅）３番員 ⼩出尚弥（有旅第⼀）
補助員 ⼩河原聡（遊⾕）

信里大運動会が開催されました
6⽉9⽇に、毎年恒例となった信⾥⼩学校と地区合同の

信⾥⼤運動会が今年も盛⼤に⾏われました。

地域からの参加者は児童たちと違い普段慣れない運動に苦戦
している⼈たちが多く⾒受けられましたが、そんな中でも
⼤活躍した笹鍋チームが優勝しました。

現⾏（６部会）

総務部会
教育・公⺠館部会
地域・振興部会
保健・福祉部会
環境・安全部会
広報・広聴部会

改正後（５部会）

総務部会
調査提⾔部会

教育公⺠館部会
地域振興環境安全部会

社会福祉部会

現⾏（15名）

本会会計・監事（1名・2名）
部会会計・監事（各6名）

改正後（４名）

本会会計（2名）
［⼀般会計担当・部会会計担当］

監事（2名）
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委員長 南沢法幸 犬石 監事 柳澤賢司 有旅二 議長 島田善勝 青池 事務局長 塚田恭市 村山

副委員長 佐藤政茂 犬石 〃 宮島勝正 村山 副議長 島田よし 青池

〃 寺沢 信 上有旅 顧問 北澤民雄 笹鍋

〃 中島法子 有旅一 事務局 塚田恭市 村山

会計 橋本太郎 若林 委員長 大久保邦良 村山

部会長 寺沢 信 上有旅 部会長 柳沢正明 有旅一 部会長 甲田英夫 ◎ 若林 部会長 野沢佐智子 若林 部会長 橋本太郎 若林

副部会長 平林真輝男 瀬成 副部会長 大田博美 瀬成 副部会長 小河原堯男 ◯ 遊谷 副部会長 塚田貴美子 村山 副部会長 南沢法幸 犬石

会計 小出 浩 有旅一 副部会長 会計 北澤英雄 笹鍋 会計 武士 稔 十二 会計 平林初江 瀬成 会計 中島法子 有旅一

監事 松坂克芳 山布施 （分館主事） 監事 佐藤 隆 犬石 監事 島田朝子 青池 監事 新井京子 遊谷 監事 寺沢 信 上有旅

副部会長 ◎・◯＝正・副地域づくり委員長兼任

小出浩 有旅一 （育成会長） 柳沢正明 ◆ 有旅一 風間ミイ子 有旅一 中島法子 有旅一

内山章一 有旅二 会計 内山善勝 上有旅 柳沢寛政 有旅二 太田孝治 ◇ 有旅一 池田やよい 有旅二 寺沢 信 上有旅

寺沢 信 上有旅 監事 栁沢保雄 笹鍋 青木雅史 上有旅 山中永子 ◇ 有旅二 酒本恵美子 上有旅 南沢法幸 犬石

神農邦久 犬石 佐藤 隆 ★ 犬石 酒本光流 上有旅 竹内幸子 犬石 橋本太郎 若林

宮下守衛 十二 西沢秀和 有旅一 宮下薫則 十二 南沢栄一 犬石 牛沢房子 十二 山下博巳 秋古

笠井広和 笹鍋 内山稔万 有旅二 北澤英雄 笹鍋 武士稔・武士幸子 十二 北沢さやか 笹鍋 清水峻明 村山

島田善勝 青池 内山善勝 上有旅 島田利春 青池 栁澤茂雄 笹鍋 島田みち子 青池 渡邉昌佐樹 瀬成

松坂克芳 山布施 関　弘◆ 犬石 大田昌秀 山布施 島田秀樹・島田朝子 青池 北島千枝子 山布施

新井雄一 遊谷 深田好文 十二 小山秀樹 ● 遊谷 町田秀俊・町田操 山布施 新井京子 遊谷

甲田剛弘 若林 栁沢保雄 笹鍋 野沢 昇 若林 小河原堯男 ◇ 遊谷 野沢佐智子 若林

唐木田伊三男 夜交・大久保 島田清貴 青池 小笠原敬 秋古 甲田英夫 ◇ 若林 塚田貴美子 村山

小山田岩雄 秋古 町田一人 山布施 北沢善徳 村山 芦澤勝雄 ◇ 秋古 酒井真美 粒良田

塚田信雄 村山 甲田新一 遊谷 須藤正直 粒良田 西沢徳治・塚田陽子 村山 平林初江 瀬成

酒井英利 粒良田 塩入政仁◆ 若林 大田博美 瀬成 酒井伸 ◇・酒井幸枝 粒良田

平林真輝男 瀬成 山下博巳 秋古 ★＝環境美化部長 平林利博 ◇ 瀬成

小山政美◆ 村山 ◆＝防犯部長

池田友子 上有旅 飯島宏 粒良田 ●＝交通安全部長 竹内浩二 犬石

武士みちる 十二 池田一義★ 瀬成

等々力静 秋古 ★＝教育交流部長 ◆＝少年育成委員 委員長 青木好人 上有旅 青木緑 上有旅

星野みえ子 村山 会長 小林和子 山布施 副委員長 小河原堯男 遊谷

関　弘 犬石 町田敏雄 山布施

風間ミイ子 有旅一 村山 佐藤元山 十二

山中永子 有旅二 山布施 栁沢保雄 笹鍋 小山裕子 大久保

酒本恵美子 上有旅 嶋田邦義 青池

竹内幸子 犬石 町田久義 山布施 小池正衛 粒良田

武士幸子 十二 遊谷 倉田隆三 夜交

北沢さやか 笹鍋 清水峻明 村山

島田朝子 青池 青池

町田 操 山布施 上有旅 瀬成

新井京子 遊谷 会長 佐藤元山 十二

野沢佐智子 若林 副会長 青木好人 上有旅

塚田陽子 村山 笹鍋

酒井幸枝 粒良田

委員長 小池利仁 粒良田

部会長

（分館長）
山下博巳 秋古

保護司

清水 峻明・渡邉 昌佐樹

南沢孝和

（有旅） JＡ信⾥⽀所⻑  ⼩松 顕

蕎麦づくり委員会

栁澤茂雄

主任児童委員

消防団篠ノ井第五分団長　内山 義英
キャプチャー会 ［信里連絡所］

内山 美ゆき・藤野 美智子
［地域おこし協力隊］

島田朝子

平林利博

信里駐在所　金子 成之
女性集落員

（山布施・青池） 信里小学校長　  和田　裕

十時間野球

信里小ＰＴＡ会長　畠山 幸司

小河原武

（若林・遊谷・夜交・大久保） こどもプラザ施設長　 島田 喜志子
青池保育園長　　田中 道恵

ソフトバレーボール

島田一弘

委員

［教育機関］

（秋古・村山・粒良田・瀬成） ［警察・消防］

青木大暁

スポーツ推進委員

ぽんすけ育成会

区域担当

委員

ＪＡ信里理事　島田 準一・柳沢 久恵

部会員

（公民館長）

民生児童委員 （参考）地区関係諸団体長等

◇＝有害鳥獣対策委員兼任 （　）＝担当地区 ［農業関連］

白バラ会

会長
農家組合会会長　平林 利博

有害鳥獣対策委員 （十二・犬石・笹鍋） 長野市農業委員　塚田 恭市

広報・広聴部会

内山稔万 有旅二

西沢秀和 有旅一

部会員

（集落長

・自主防

災会長・

日赤担当

兼務）

部会員
部会員

部会員

部会員

　平成30年度　信里地域委員会組織図

本会 企画調整会議 事務局（地域活性化推進員）

小山清茂記念展示室特別運営委員会

総務部会 教育・公民館部会 環境・安全部会 地域・振興部会 保健・福祉部会

事務局
篠ノ井有旅1192−1 信⾥合同庁舎 2階

TEL/FAX  050-3583-1112  （有）5900

📧 nobu01@grn.janis.or.jp


