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新しい年号が「令和」に決まりました。年号が変わ

るからといって、私たちの生活が急に変わるわけでは

ありませんが、それでもこれをきっかけに「何か新し

いことを始めよう」という気持ちになります。 

公民館では、５月から令和元年度の公民館講座を始

めるにあたり、受講生を募集しています。どんなこと

をしているのか知りたい方は、見学もできます。新し

い仲間と、新しい学びを始めませんか。 

なお、市では５月１日をもって平成３１年度を令和

元年度に改めます。しばらくは混乱もあるかと思いま

すが、ご理解をお願いします。 

 

新学期がスタート 
（４月４日 小・中学校） 

小・中学校の入学式が４月４日に行われ、南小２０

人、北小３０人、春富中１３８人が新しい学校生活を

スタートしました。 

このうち南小学校の入学式では、田本けい子校長が

式辞で、これから始まる小学校生活で大切な４本の木

（元気の木、本気の木、勇気の木、根気の木）を紹介

し、新入生にエールを贈りました。 

 

特殊詐欺や空き巣に注意 
（防犯協会 ４月１１日） 

消防車３台に消防団幹部、駐在所所長、正副会長、

支所長が分乗して区内全域を回り、後を絶たない特殊

サギ（オレオレ詐欺、架空請求など）や空き巣の被害

防止を広報しました。 

駐在さんによると、特殊サギの件数は減っているも

のの被害額が増えているそうです。「サギにひっかか

らないよう気を付けていたのに‥‥」という人が多い

ことから、 

・知らない人からの電話には出ない 

・電話を受けても一人で判断せず、家族に相談する 

こうしたことが被害防止につながるとのことです。 

 

地域協議会、自治協議会小委員会を開催 
（地域協・自治協 ４月 18 日） 

地域協議会では、西春近支所・公民館の建設に向け

て設計業務委託料 2,100 万円が予算計上されたこと、

伊那市協働のまちづくり交付金に８件 25０万円を超

える応募があったことが報告され、今後の対応を協議

しました。交付金については 5月 15 日に審査して決

定する予定です。 

 

 

自治協小委員会では、地区関係職員の歓送迎会、お

よび森林の里親促進事業について協議しました。また

今後の主な予定事業として、 

〇権現山登山道・桜の里整備；７月１５日(月) 

〇天竜川河川敷草刈り作業；８月２９日(木)   

〇のろしリレー；８月３１日(土) 

について協議しました。のろしリレーを雨天で順延し

た場合、９月１日に市の総合防災訓練が西春近を会場

に計画されていることから、余程の荒天でない限りは

順延とせずに実施することを決めました。 

 続いて細ヶ谷総合グラウンド管理委員会を開催し、

平成３１年度事業計画・予算（案）を審議し、承認し

ました。 

 

社会福祉協議会総会 
（社協 ４月１９日） 

開会にあたり清水温会長は「西春近も６５歳以上の

高齢者率が３０％を超えています。これからは行政頼

みでなく、地域で助け合うことが大事。地域のつなが

りをつくる取り組みをお願いします」とあいさつ。 

議事では、(1)役員の選任、(2)平成３０年度事業報

告並びに決算報告、(3)平成３１年度事業計画及び予

算（案）について審議し、承認しました。 

 

青少年育成会の新会⾧に城倉 博さん 
（育成会 ４月１９日） 

新会長の城倉博さん（小出３区）は「育成会の目的

は、青少年の健全なる育成ならびに福祉を増進するこ

と。活動の幅が広いので、それぞれの立場で目的達成

のためご協力をお願いします」とあいさつ。 

議事では、(1)役員の選任、(2)平成３０年度事業報

告並びに収支決算、(3)平成３１年度活動計画案並び

に収支予算（案）を審議し、承認しました。 

 

早起きソフトが開幕 
（西春近早起きソフトボール連盟 ４月２０日） 

 開会式で坪木春夫新会長（小出島区）は「おかげさ

まで今年も６チームが参加して開幕を迎えることが

できました。熱戦を期待します」とあいさつし、前年

度優勝の諏訪形チーム代表が選手宣誓しました。 

 西春近の早起きソフトは、細ヶ谷グラウンドが完成

した昭和５５年に４０チーム余でスタートし、平成１０年

には２０周年記念大会を行っています。では、４０周年

の記念大会は‥‥？ 

 月刊 ふるさと 西春近 



 
 

 

「月刊ふるさと西春近」は市公式ホームページ 施設案内>公民館>西春近公民館>お知らせ からもカラー版がご覧になれます。 

各地で春の分館主催行事 
（公民館 ４月） 

〇小出一区民運動会 ４月１４日(日) 

 北小学校体育館に高齢者から赤ちゃんまで大勢が

集まり、4 集落対抗で玉入れや綱引きや満水リレー

などの競技に熱戦を繰り広げました。 

〇小出二区山本のお花見会 ４月１４日(日) 

 山本集落の人たちが公民館に集まり、お花見を兼ね

て交流会を開催しました。今年は公民館の周りの桜

がちょうど見頃で、桜を眺めながら飲んだり食べた

りして懇親を深めました。 

〇諏訪形区民マレットゴルフ大会 ４月２１日(日) 

 地区ごとにチームをつくって参加し、団体と個人の

成績優秀者を表彰しました。今年は特別に、新年号

「令和」の木彫り額が賞品として提供があり、例年

以上の熱戦になったようです。 

〇小出島区民運動会 ４月２８日(日) 

公民館の庭で、区民が８チームに分かれ、優勝をめ

ざして競技しました。 

 

消防団西春近分団の新しい役員の皆さん 
（消防団西春近分団 ４月１日） 

新年度の西春近分団役員組織が決まりました。 

分 団 長  橋爪 豊 さん（小出３区） 

副分団長  酒井 幸雄さん（表木区） 

事務主任  井口 大輔さん（沢渡区） 

第１部長  宮澤 俊彦さん（小出１区） 

第２部長  坪木  勇 さん（沢渡区） 

第３部長  伊藤 一雄さん（表木区） 

消防団は防火・防災など区民の安心・安全な暮らし

を守るため、日夜を問わず活動されています。ご苦労

さまです。よろしくお願いします。 

 

地区内関係機関の転退新任者歓送迎会を開催 
（自治協 ４月２４日） 

転退任者・新任者 （敬称略） 

関係機関 役職 転退任者 新任者 

西春近駐在所 所長 山口 英則 藤倉 憲人 

ＪＡ西春近支所 次長 吉澤 利明 古村 誠一 

西春近北保育園 園長 矢澤 令子 橋爪久美子 

西春近南保育園 園長 上村可奈野 中島 麻里 

西春近支所 事務職員 橋爪 睦子 井口 正子 

転退任された皆様には、それぞれの立場で西春近の

発展にご尽力いただきました。感謝申し上げます。 

新任の皆様にはこれから何かとお世話になります

が、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

西春近支所・公民館の職員体制 
（４月１日 支所・公民館） 

支所の事務職員 橋爪睦子さんが東春近支所へ転任

し、後任に井口正子さんが着任しました。今年度は下

記のような職員体制になります。 

西春近支所  支所長  田中 稔 （小出２区） 

     事務職員  井口 正子（福島区） 

     庁  務  坪木 敏正（小出島区） 

西春近公民館 館長  唐木 孝雄（小出１区） 

     主  事  春日 亮太（表木区） 

お世話になりますが、よろしくお願いします。 

 

桜の里招待・ひとり暮し高齢者研修 
（社会福祉協議会） 

 春富ふくじゅ園に通われているお年寄りの皆さん

を自治協議会で整備している桜の里（細ケ谷グランド

周辺）に招待し、きのこ王国で茶話会やマジック観賞

などで楽しいひと時を過ごしました。 （４月１６日） 

 ひとり暮らしのお年寄りの皆さんの研修旅行で駒

ヶ根市中沢の花桃と東伊那を巡りました。天気に恵ま

れ、花桃も満開、見ごろでした。駒ヶ根シルクミュー

ジアムを見学、しぶき荘で昼食・交流会をしました。     

（４月２３日） 

 

５月～６月 西春近の主な行事予定   
・５月 ８日(水) 民生児童委員会 ５月定例会 

・５月 10日(金) 区長会 ５月定例会 

・５月 10日(金) 公民館運営審議会 

・５月 11日(土) 自治協 森林の里親促進事業 

・５月 14日(火) 公民館 赤ちゃん講座開講 

・５月 15日(水) 地域協・自治協小委員会 

・５月 17日(金) 公民館 健康づくり教室開講 

・５月 21日(火) 公民館 「かるがも学級」開講 

・５月 22日(水) 公民館 歴史学習会「古い地図」 

・５月 27日(月) 公民館 女性教室「女論の会」開講 

・５月 28日(火) 公民館 高齢者教室「万年青の会」 

・５月 31日(金) 公民館 男性教室「父居屋の会」開講 

・６月 ４日(火) 公民館 「かるがも学級」② 

・６月 ７日(金) 衛生自治会 視察研修 

・６月 ８日(土) 区民登山「物見や城とアヤメ園」 

・６月 ８日(土) 自治協・区長会他「里山セミナー」 

・６月 ９日(日) 財産区 山作業（表木区） 

・６月 16日(日) 財産区 山作業（赤木区・下牧区） 

・６月 23日(日) 公民館 トリムバレーボール大会 

 

＊詳しくは西春近支所・公民館（電話７２－４１７８）

までお問い合わせください。 


