
令和２年９月１日発行

信里だより <発行者>
信里地域委員会調査提言部会
部会長 野沢清子

今年度の社会福祉部会は新型コロナ発生により春から活動の脳活サロン、地区別のお茶飲みサロン、
会食等の全てに於いて自粛になりました。地域の皆様には不安な毎日を過ごしてこられたのではない
でしょうか。そこで、急遽自宅で行う体操のプリントを全世帯に配布を行いました。
緊急事態宣言解除から新しい生活様式が始まりました。
感染防止の3つの基本：
①密閉・密集・密接、人との感覚はできるだけ2m（最低１m）空ける。
②マスク着用
②手洗い・うがい・消毒
部会では各種の講習が徐々に再開しています。信里地区でも感染予防対策（除菌・検温）を行い７

月から月２回の第３・４水曜日に合同庁舎・村山健康スポーツセンターにて１３：３０から脳活サロ
ンを開始しました。また地区におきましてお茶飲みサロンの予定があります。マスク着用ではありま
すが外出を控えていた皆様には参加をお願いいたします。
「はつらつ体操」などの運動、レクリエーション、人との会話（距離をとる）、リフレッシュできる
憩いの場を提供していきたいと思います。
新企画として「認知症になっても暮らしやすいまち、篠ノ井」を目指して認知症サポーター講座へ

の取り組みが始まります。今後の活動は、順次回覧します。尚、変更や中止が生じる場合があります。
本年度から昨年の部員の方々がボランティアでの参加協力をしていただくことになりました。微力で
はありますが部員の方々とともに試行錯誤しながら今年度の活動を無事終えたいと思います。次年度
には笑い声の絶えない地域活動が出来ることを期待します。
不用マスクの回収につきましては、地域の皆様のご理解とご協力を賜りありがとうございました。

社会福祉部会より 部会長 青木みさ子

信里地域委員会 令和2年度予算

新型コロナウイルス感染症予防について
テレビや新聞などで、日々報道されていることから、皆様も御存知のことと思いますが、自分自身

や大切な家族を守るために気をつけたいことをもう一度確認したいと思います。
・日頃から検温をするなど、自分自身の体調を管理し、食事や睡眠をしっかりとりましょう。
・外出はできるだけ控えるか短時間で済ませるよう心掛け、マスクの着用、出先でのアルコール消
毒を徹底しましょう。
・会合や外食などは3密を避けるよう参加する方々に協力をお願いしましょう。
・帰宅時は手洗い、うがい、アルコール消毒をしましょう。
・自宅では定期的な換気や家族共有の手の触れる部分を消毒しましょう。
発熱や風邪症状での医癒機関受診についてかかりつけ医・保健所に連絡、相談してください。連絡
せすにいきなり受診することは避けてください。医療機関によっては感染症対策が整っていないこ
ともあり、かかりつけ医等の指示に従って受診します。「もしかしたら自分も感染しているか
も？」と常に意識し、気配りと行動に責任を持ちましょう。皆様が「新しい生活様式」を定着させ
ることが大切です。この新型コロナウイルス感染症が一日も早く終息することを願うばかりです。

団体活動助成金案内
令和2年度の団体活動助成金の申請を受け付けております。今年度は新型コロナウイル
スの影響により活動が縮小、中止、または未定の団体があることが見込まれるため、
申込み期限を延長し令和3年2月末までとします。

活動が未定の団体については原則として事業実施後に申請と実績報告を同時に提出し
ていただくようお願いします。概算払をご希望の団体は事業が行われなかった場合返
金していただきますのでご注意ください。

詳細・申請書式はWEBサイト（https://nobusato.net/）または信里合同庁舎２階のパンフ
レットラックの資料をご確認ください。

※既に前年書式で今年度分提出済みの団体は再度申請いただく必要はありません。
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主な内容
（助成金等）
・やまざと支援交付金（長野市）600,000
・篠ノ井住民自治協議会 585,000
・信里分館交付金 270,000
（負担金）
・3,000×416戸 1,248,000
（繰越金）545,722
（その他）
・部会収入 100,000（公民館資源回収等）
・コピー機利用料 30,000
・懇親会費 50,000

単位：円

（委員会）
・部会経費 1,339,000（5部会）
・団体活動助成金 350,000
・役員手当 285,000（17名分）
・維持管理費 270,000（コピー機）
・事業費 252,000（イベント等）
（やまざと支援金）
・集落活動費 456,000（各区草刈り等）
・有害鳥獣対策 144,000
（事務局）
・運営費 190,000（消耗品、通信費等）

※詳細はWEBサイトまたは地域委員会事務局でご確認ください。尚、今年度は新型コロナ
ウイルスによるイベントの中止等で決算に影響が生じることをご了承ください。
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委員長 佐藤政茂 犬石 本会計 橋本太郎 若林
青木克彦 上有旅 部会会計 甲田英夫 若林 委員長 大久保邦良 村山
佐藤　衛 犬石 柳澤賢司 有旅二
栁澤茂雄 笹鍋 宮島勝正 村山 委員長 佐藤政茂 犬石

青木みさ子 上有旅 顧問 南沢法幸 犬石
野沢清子 若林 事務局長 塚田恭市 村山

部会長 青木克彦 上有旅 部会長 佐藤　衛 犬石 部会長 栁澤茂雄 笹鍋 部会長 青木みさ子 上有旅 部会長 野沢清子 若林
副部会長 北沢　隆 笹鍋 副部会長 副部会長 笠井啓行 犬石 副部会長 森泉順子 有旅二 副部会長 小山秀子 村山

（分館主事） 会計 塚田隆明 村山
高橋　通 有旅一 柳澤貴子 有旅一 小出とし子 有旅一
森泉清人 有旅二 宮原英一 有旅一 ◇太田幸治 有旅一 森泉順子 有旅二 坂巻さとみ 有旅二
青木克彦 上有旅 内山章一 有旅二 ◇桜井和彦 有旅二 青木みさ子 上有旅 青木千江子 上有旅
神農伸男 犬石 内山耕作 上有旅 池田弘明 上有旅 佐藤明順 犬石 小山春美 犬石
武士善明 十二 佐藤　衛 犬石 笠井啓行 犬石 宮下三枝子 十二 塩入洋子 十二
北沢　隆 笹鍋 小島芳久 十二 小杉寿次 十二 北沢節子 笹鍋 嶋田淑江 青池
島田一敏 青池 北沢英雄 笹鍋 栁澤茂雄 笹鍋 島田久仁子 青池 町田美恵 山布施
大田昌秀 山布施 島田正治 青池 島田清貴 青池 柳沢たか子 山布施 小河原伸子 遊谷
吉岡昌一 遊谷 町田秀俊 山布施 小林卓也 山布施 吉岡文子 遊谷 野沢清子 若林
野沢　昇 若林 吉岡道悦 遊谷 ◇吉岡積善 遊谷 甲田幸江 若林 小山秀子 村山
斎藤勝久 夜交・大久保 甲田英夫 若林 ◇塩入政仁 若林 永松利枝子 村山 小池美保子 粒良田
西沢俊一 秋古 松坂達雄 村山 塚田隆明 村山 小池美鈴 粒良田 平林和子 瀬成
黒岩昌治 村山 飯島　宏 粒良田 ◇須藤正直 粒良田 大田はるみ 瀬成
小池修一 粒良田 渡邉昌佐樹 瀬成 ◇平林孝夫 瀬成
大田博美 瀬成 ◇＝有害鳥獣対策委員兼務

村山
委員長 青木好人 上有旅

宮嶋季子 有旅一 山布施 関　弘 犬石 栁澤知子 有旅一
小山静子 遊谷 村山 佐藤元山 十二
小池順子 粒良田 栁沢保雄 笹鍋 宮下政志 十二

大田志げ子 瀬成 笹鍋 嶋田邦義 青池
○町田久義 山布施 島田一敏 青池
倉田隆三 夜交
清水峻明 村山 小山裕子 大久保

○＝キャプチャー会長
星野みえ子 村山

主任児童委員
南部 北澤英子 笹鍋
北部 西沢俊一 秋古

［地域おこし協力隊］
木村 智佳子
オーラック メヘルナーズ

信里「赤い糸応援」実行委員会

本会

飯島　宏 粒良田

部会員
※

副委員長 監事

部会員
（公民館長）

［信里連絡所］

部会員

部会員
部会員

民生委員

（十二・犬石・笹鍋）

信里駐在所　金子成之
消防団篠ノ井第五分団長　吉岡尚武

島田一弘

［警察・消防］

有害鳥獣対策委員（非部会員）
（有旅）

（山布施・青池）

南沢孝和
人権教育指導員

スポーツ推進委員

地域振興・環境安全部会 社会福祉部会

事務局（地域活性化推進員）

白バラ会

委員

星野一男
育成会長

委員

（若林・遊谷・夜交・大久保）

※（集落長・自主防災会長
・日赤担当兼務）

［農業関連］
農家組合会会長　笠井久雄

JA信里理事　小池正衛・柳澤久恵
JA信里支所長　小松 顕

農地利用最適化推進員　橋本太郎

2020年度　信里地域委員会組織図

内山美ゆき・藤野美智子

小山清茂記念展示室特別運営委員会

（秋古・村山・粒良田・瀬成）

保護司　栁澤茂雄

（参考）地区関係諸団体長等
［教育機関］

信里小学校長　大田裕一

青池保育園長　　田中道恵

栁沢保雄

信里小ＰＴＡ会長　大原勇也
こどもプラザ施設長　 島田喜志子

（　）＝担当地区

調査提言部会総務部会 教育公民館部会

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
地域委員会WEBサイト
https://nobusato.net/
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