自主防災部会よりお知らせ

長野地域づくり協議会だより

自主防災部会では年間計画で宿泊体験訓練を予定しておりましたが、感染症予防につき訓練を中止しました。それに代わる事業として…

夏休み！家族でアウトドア防災

『ゆるキャン△ 室内テント泊をしよう！』

ご家庭でできる防災訓練として「テント泊」「車中泊」に挑戦してみてはいかがでしょう？…と言っても、夏に車中泊で

2021.8.1 発行

脱水症になっては元も子もないですから、お勧めは部屋の中でのテント泊です。

長野地域づくり協議会

（以下は静岡新聞掲載 『アウトドア防災ガイド あんどうりすさん』の記事）

（事務局）長野交流センター

室内でのテント泊…
子どもが秘密基地のように遊んでくれます。被災時に使ったら、子どもに笑顔が戻ったケースもありました。ただ室内用や紫外線対策用のテントは風

✉nagano-koryu@tiara.ne.jp

雨を想定していないものも多いです。災害時に野外で利用するのであれば、耐水や耐風の性能が必要です。テントの内部には断熱マットを敷きます。

９/２６ 開催予定

クッション性を高めるだけでなく、寒い時に地面からの冷気を遮れます。

長野スポーツ・レクリエーション
フェスタ

災害は自然の豊かさと表裏一体です。子どもと一緒に日本の表情豊かな自然を楽しみながら、いつもの暮らしにアウトドアの知恵やグッズを試してみ
てください。そんな「アウトドア防災」を今後も取り入れていただければうれしいです。

✉nagano-koryu@tiara.ne.jp

募集します。

Tel 32-5421／ Fax 32-8022
※磐田市 HP にカラーで掲載しています
HP 上で検索または、上記 QR コードより確認

NAGANO CALENDAR

★アウトドア防災に挑戦した方、長野交流センターまで写真を送ってください★

アウトドア防災、テント泊をした写真を

今後の協議会だよりに写真を掲載してい

9月

きます。送って頂いた方に『防災マグネットボード』を差し上げます。※先着 20 名まで

長野交流センター グラウンドの草取りをみんなでやったよ Part２

体育健康部会よりお知らせ
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9/26（日）長野スポーツ・レクリエーションフェスタ

6/26（土）９時～
長野交流センターのグラウンドを管理している『長野環境を守る会』が中心となり、日
頃グラウンドを使用しているサークルに声をかけて今年度２回目の草取りを実施しまし
た。参加は 46 名！予定日が雨で実施できなかったりしましたが、やっと 26 日に実施す

お孫さんと一緒に… 仲良しの友達と一緒に… 親子で！
コロナ禍の中、密を避けて屋外でのニュースポーツを楽しみませんか
体育健康部会では、地域の皆様の健康と交流のために、『長野スポーツ・レクリエーションフェス

ることができました。
芝生の間の小さな草を丁寧に拾ってきれいにしていただきました。参加してくださった皆様、ありがとうございました。

タ』（以下、フェスタ）を開催します。

長野交流センターの芝生グラウンドは地域の方々の管理で芝の緑を保っています。グラウンドご使用の際は芝の維持にご協力願います。

このフェスタは協議会と各自治会、体育委員、中学生ボランティアの協力のもとに行います。参

長野交流センター

講座のご案内

申込は ℡0538-32-5421

加ご希望の方は、別紙回覧の「参加申込書」に必要事項をご記入願います。コロナ禍につき
当日自由参加ではなく、事前の申し込みで受付いたします。

現在磐田市ではワクチン接種予約や、市からの情報発信に『LINE』を活用

●エクセル初心者教室（全２回）

しています。スマホを持っているけれど使い方がわからない、そんな方におすすめ

9/5、12（日）14：00～15：30

参加ください。

表の作成、集計、図形の挿入など、エクセルの基礎を学びます。

※詳しくは別紙回覧をご覧ください ★お楽しみ参加賞もあります★

です。操作方法や皆様の疑問に１対１で丁寧にお答えします。

●LINE 使い方講座
9/28（火）13：30～15：30
対象：スマホを持っていても LINE を使用していない方
費用：１００円
持ち物：スマホ、筆記用具

申込受付：8/27（金）9：00～
マスク着用でお越しください。

全戸
配布

現金出納帳やお知らせの文書が作成できるようになります。
対象：大人（文字入力ができる方）
定員：８人
費用：３００円
持ち物：パソコン（Excel2010 以降のもの）筆記用具

申込受付：8/6（金）9：00～
マスク着用でお越しください。

地域安全部会（防犯）街頭防犯 PR 活動 7/7 17：15～

消防団員を募集します！
『地域の安全・安心のために』
『自分たちの地域は自分たちで守る』
…をモットーに住みやすい長野地区を守るぞ！と私たち消防団は日々、活動をしています。
普段は、自営業や会社員などそれぞれに職業を持ち、火災・地震などの災害が発生した時
には、消防職員と協力し、消火活動や救助活動を行う役割を担っています。

地域安全部会 防犯担当は、7/7（水）17：15
から、長野郵便局前交差点で防犯委員を中心に啓
発活動を行いました。コロナ禍につき、密にならないよう
に旗を持って立つ姿から、『長野地区を犯罪から守
る！』といった意気込みを感じとってください。
先日、小学生の下校時見守りボランティアの方より、

18～33 歳の若い力をお待ちしております。
是非、少しでも興味があるようでしたら、お声かけください。

私達と一緒に長野地区を守りましょう！
《お問合せ先》 磐田市中泉消防団第四分団
〇分 団 長：大橋孝充（鮫島出身）℡：090-7020-4301

『用事があって休むと、次の日にどうしたのって子どもらか

〇副分団長：藤田順也（小島出身）

ら責められる』と、微笑ましい話を聞きました。地域の防

〇お近くの消防団員まで

犯活動に携わっている皆様、毎日ありがとうございます。

主な行事

青パトロール
みんなでラジオ体操
総合防災訓練、みんなでラジオ体操
エクセル初心者講座
●
青パトロール

青パトロール
みんなでラジオ体操
みんなでラジオ体操
エクセル初心者講座
●
青パトロール

青パトロール
みんなでラジオ体操
みんなでラジオ体操
敬老の日

●

秋の全国交通安全運動～9/30 ●

青パトロール
秋分の日

●

青パトロール
みんなでラジオ体操

長野スポレクフェスタ
みんなでラジオ体操
●
LINE使い方講座 青パトロール

●＝交流センター休館日
みんなでラジオ体操（参加自由）
6:30～ 長野交流センター
6:30～ 草崎公会堂
7:30～ 前野お祭り広場

長野幼稚園より お知らせ

「令和５年度以降の休日における中学校部活動地域指導員の募集について」

磐田市教育委員会より

中学校部活
地域指導員の募集
℡37-4921

令和２年９月１日に文部科学省より、令和５年度以降の部活

【園目標】 心やさしく 自分の力で やりぬく子 －元気な子・仲良くする子・考える子ー ＜思いっきり体を動かして遊んだ夏＞

動の段階的な地域移行が示されました。

１.お名前

地域移行のためには指導者の確保が必要となります。

２.指導を希望される部活動

地域の方で令和５年度以降、地域指導員として土日のどちらか半日

３.ご住所

を原則に部活動指導に携わっていただける方がいらっしゃいましたら、

４.連絡先

右記の内容をお住いの地区の中学校又は磐田市教育委員会

５.年齢

「見てて！僕、泳げるよ！」

(0538-37-4921)にお知らせください。

https://nambu-j.city-iwata.ed.jp

℡34-5813

南部中学校より お知らせ

ボディペインティング楽しかった
ね。最初は、指先で絵具を触って
いた子どもたちでしたが、徐々にヌ
ルヌルとした感触や絵具を混ぜた
時の色の変化に面白さを感じ、
夢中になって遊んでいました。

雨の日は、プールに新聞を入れて、
「新聞プール」の出来上がり！
新聞をちぎるのも楽しかったよ。普段の
プールとは、また違った楽しさがあり、お
おはしゃぎの年少さん。

℡35-7575

＜夏季休業＞ 7 月 22 日（木）～8 月 25 日（水） 35 日間
生徒たちが地域で過ごす時間が多くなります。皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
2021/07/06

小学校プールは広いから、伸び伸び遊べたよ。
小学生になるのが楽しみになったよ。

魅力的なプレゼン発表

２年生国語で「魅力的な提案をしよう」の学習に取り組んでおり、２－１ではプレゼンが行われました。

顔にも絵具を付
けちゃった！「かっ
こいい？」

地域の方から七夕用に笹竹をいただきまし
た。立派な笹に、手作りの飾りをつけ、とてもす
てきな七夕になりました。
ありがとうございました。
【年長児】

妊娠中の栗田教諭に対して「子供と一緒に楽しめる場所」などを提案しました。
資料、話し方など随所に工夫が見られ、何より全てのグループの発表に、伝えたい人(栗田教諭）への
愛を感じました。

2 学期も、友達と一緒、みんな仲良し！
いっぱい遊びます！！【年中児】

将来、自分の意見を伝える場、提案する場がたくさんあるはずです。
自ら発表したり、他の発表を聞いたりすることを通して「どうすれば伝えたい人に対して魅力的な提案がで
きるか」･･･深く学ぶことができたと思います。
2021/07/20

あと１日

夏休みまであと１日となりました。
昇降口の前では、生徒会役員が熱海市で起きた土砂災害被害者の
好きな遊び、好きな友達、おいしい給食…
幼稚園に来るのが楽しくなったよ。 【年少児】

方々を支援するための募金活動を行っています。
私たちにもできることがありますよね。

※記事は南部中学校ホームページでご覧頂けます。 磐田市 南部中学校 で検索！

https://nagano-e.city-iwata.ed.jp

この QR コードを読み取って、長野小の

長野小学校より お知らせ

ホームページをご覧ください。

龍門館教育

℡32-5437

☆読書って楽しいな☆

【家庭での読書の推進】

７月９日の昼休みに、読書郵便コンテスト表彰式が校長室
で行われました。図書委員会の主体的な活動として、全校の児
童に「お気に入りの本や心に残った本をみんなに読書ゆうびんで
紹介しよう」と呼び掛けたところ、参加したい子が図書室にはが
きを取りに来ました。紹介したい本の「ここがおすすめ」ポイント
や、読みたくなるような文を工夫して書いて、すばらしいなと思い
ました。応募作品の中から、図書委員が「この本を読みたいな」
と思った作品を真剣に選びました。
そして、選ばれた作品をかいた児童が、表彰されました。校長先生から、賞状をいただき、子供たちは、とてもうれしそうでした。
図書ボランティアの方々が、定期的に図書室の本の整備や季節に
合った掲示をしてくださっています。子供たちが楽しく読書ができるように
工夫していただいています。
子供たちが読みたい本を、長野地区教育振興会の会費で購入させて
いただきました。ありがとうございました。

～白拍子ふれあいサロン～
地域福祉部会
（長野地区社会福祉協議会）より
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育
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「白拍子ふれあいサロン」は、2004 年 4
月から「歌声のサロン」として活動してきまし
た。手作りの楽譜を参加者全員に配り、一

福祉委員会の

人一人に寄り添いながら童謡や磐田市歌等

各地区サロン活動

声が響き、笑顔いっぱいの活動になっていま

をみんなで楽しく歌いました。毎回、元気な歌
す。
今は「ふれあいサロン」と呼び方が変わりま
したが、「歌声のサロン」同様、サロンの始めに
は、ピアノ伴奏に合わせてみんなで歌うことを
続けています。
このような長年にわたる功績が認められ、磐田市社会福祉大会において「功労者表彰」を受
けました。表彰状は、白拍子老人憩の家に飾られています。
現在は、コロナ禍により、残念ながらサロンの開催はできません。そこで、福祉委員会の方が、サ
ロン参加者 20 名のご家庭を訪問し、サロン便りを配付してい
ます。お顔を拝見し、声掛けをすることで心の繋がりが途切れ
ないような活動になっています。
サロン便りには、塗り絵、折り紙の紹介、脳トレ問題等が掲載
されています。実際にご家庭で作業ができるようにクレヨン、折
り紙を一緒にお渡ししています。ワクチン接種後、再びサロンの
開催を検討したいと考えています。

