そこでコミ協の活動の一環として、今日(こんにち)まで開かせていただいています。
この会の目的は、コミ協に関連する組織や団体・自治会・町内会で中心的に活動されている方々
平成２２年３月１日

発行 長嶺地域コミュニティ協議会 発行責任者 丹羽仁 ☎243-0381

が一同に集まり、連帯感と親睦を深めることです。
また、私たちの地域、コミュニティの発展のために、いつもご支援とご指導いただいている行
政関係の方々への感謝と交流の集いでもあります。

第１８回 長嶺地域コミュニティ協議会ミニサミット
平成 2２年２月１３日

そして、ご出席されている方々がコミ協の活動の中で、それぞれどのような役割を担い、どの
ような立場で活躍されているのか、この機会を通じて互いに知ることによって、協力関係と相互
理解が一層確かなものになることを願っています。

平成 2２年 2 月１３日、蒲原神社青海殿において第１８回長嶺地域コミュニティ協議会ミニサミ

長嶺コミ協は、７つの「まちづくりスローガン」を掲げています。

ットが元井中央区長始め行政、
学校、警察等の来賓 18 名及び町内会長始めとする町内の役員等 125

今日は、スローガンの実現にむけて日々取り組む、７つの専門部と３つの専門委員会の活動を中

名の参加者により、盛大に開催されました。

心に報告させていただきます。
その報告をもとに、皆様から率直な意見とアドバイスをいただき、今後長嶺コミ協がより発展
するために生かしていきたいと考えています。
最後に、新潟市が政令指定都市として成功するカギは「私たちのようなコミュニティの活動が
いかに充実するか」にかかっているのではないかと思います。
そのためにも、安心、安全で住みよい町をめざして、私達１人１人がコミュニティの中で、何
ができるかを問いかけながら、周辺のコミュニティと連携して、活動してゆく必要があります。

丹羽長嶺地域コミュニティ協議会会長の挨拶

今日その思いを改めてかみ締めながら、長嶺コミ協の一層の躍進とご出席のみなさまの、ます

新年明けましておめでとうございます。

ますのご健勝を祈念して。開会の挨拶とさせていただきます。

本日はお忙しい中、中央区の元井区長さまはじめ１２５名という多くの方々からご出席いただき

中央区 元井悦朗区長の挨拶

まして、誠にありがとうございます。
さて、平成５年２月に、それ以前からあった町内連合会を、現在のコミュニティと同じ形に再

みなさん今晩は、中央区長の元井でございます。

編成しました。
以来１４年間役員総会として長嶺校区
ミニサミット会議を続けてきました。
そして平成１８年になり、新潟市が政令

みなさまから日頃大変お世話になっておれますけれども、今年も又よろしくお願いします。
こちらの長嶺地域コミュニテイ協議会は新潟市内９７の協議会の中でも、トップクラスの素晴
らしい活動をされております。
これは中央区の本当に誇りとすべきものであると、私は常日頃思っているところであります。

指定都市に移行したことから、その組織名

それも丹羽会長はじめ皆さま不断のご尽力によるものと感謝をしているものでございます。こ

を「長嶺地域コミュニティ協議会」、略称

れからも皆さまも力を合わせ先駆的活動に取り組んでいただければありがたいと思いますので、

コミ協に変えました。

宜しくお願い致します。

このコミ協の会則では通常の理事会と

さて、この冬は予報では暖冬ということでした。しかしすでに大寒波に３度も見回られてしま

総会を開催することになっていますが、

いまして、除雪の面で皆さまに大変ご迷惑をかけているところでございますが、一生懸命やって

「ミニサミット」もぜひ続けてほしいと、

いますので、ご容赦いただきたいと思います。

皆様方から強い要望をいただきました。

そして今年を見通しますと、やはり景気の低迷に

本日は本当にありがとうございました。

よって厳しい年になると思っております。
そんな中で中央区といたしましては、今年は元気

宮浦中学校 佐 藤康也教頭の挨拶

のある賑わいのある街づくり、そしてずっと安心し
て暮らせる街づくり、これを重点において取り組ん

本日はお招きいただきまして、どうもありがとうございます。

でゆくということにしております。

校長高橋は所要のため教頭の佐藤康也であります。よろしくお願いいたします。

これは新年度予算に充分反映させているところで
ございます。
政治の面、経済の面を見ましても、なんとなく閉
塞感が漂っています。こういう時こそ明るい話題が欲しいところでございますけれども、なかな
かみあたらないというのが実情かと思います。
そんな中で、今年新潟市に本州の日本海側で初めてになりますが、中国総領事館が開設されま
す。それは政令市新潟市の重要性が増すものであり、大変ありがたいと思っております。
又中央区に関係する話題といただきましては、皆さんすでにご承知かと思いますが、この春４
月２４日から６月１３日まで奈良から仏像など４３点が新潟市の美術館にやってまいります。
これほど多数の仏像が奈良から地方へ出ることはありません。そしてその中に国宝が１点、重
要文化財１３点含まれています。
国宝は中宮寺の菩薩半跏像、重要文化財は法隆寺、東大寺の仏像などですけれども、この国宝
の中宮寺菩薩半跏像は世界三大ほほえみ像の一つとして有名ですし、皆様も写真で１回は多分ご
覧になっているかと思います。

先日 26 年ぶりの大雪ということで、部活動なしの一斉下校という措置をとらしていただきまし
た。職員も学校を出て、下校時生徒の安全のための措置をとりましたが、通学路の要所要所にオ
レンジジャンパーを着たセーフティスタッフの皆様から見守っていただき、本当にありがとうご
ざいました。生徒たちも安心して下校できたと思います。
更に地域の方から車が動かなくなって困っていたら、生徒たちが車を押してくれたということ
で感謝の電話が入りました。
早速校内放送をしたところ、全校で拍手が沸き、喜び
を分かち合いました。常日頃校長は地域から愛される、地
域を愛そうということを話しており、このことが実行され
嬉しいかぎりのことでした。
又今年の嬉しい話に夏の育成協主催のクリーン作戦が
ございましたけれども、昨年より 100 名多い 207 名の生
徒が参加しております。
又トキメッセにおきましては 2 年生が観光ボランティ

あぐらをかいて右手を口元にかけて、口元は笑っているという菩薩像です。

アガイドに挑戦しましたところ、マスコミや地域の方から

ちなみに世界三大ほほえみ像というのは、ご存知の方も多いかと思いますけれども、エジプト

も高く評価を戴きまして、生徒たちは非常に自信をもって

のスフィンクス、モナリザの微笑みのモナリザ、そしてこの中宮寺の菩薩半跏像ということでご
ざいます。

生活しております。
小学校との連携におきましては、万代長嶺小学校の 6

新潟市といたしましてはこの仏像展を大いに宣伝して、この国宝が来るのは新潟だけです、仏

年生が、宮浦中学校の授業を体験したり、又万代長嶺小学校の先生が授業を参観したり、同じテ

像展は東京、奈良でもやりますけれども、この中宮寺の菩薩半跏像は東京でも奈良でもおめにか

ーマで研修を行いました。地域の宝物である子どもたちのためにも、小学校と一緒になって連携

かれません、新潟にきますよとおおいに PR して多くの方を呼び込みたいと思います。

を深めてゆきたいと思っております。

それによって地域づくりにつなげてゆければと思っております。

今子どもたちを取り巻く社会の環境は複雑多岐であり、問題がたくさんあります。

そして幸いなことに中央区には街づくりに資する歴史文化財、文化資源が非常に多くあります

この宮浦中学校区も例外ではありません。それゆえこれまで保護者、地域が連携して子どもた

ので、これを生かした街づくりを進めてゆきたいと考えております。
私は中央区は政令市新潟のけん引役を担っていると申し上げておきたいと思います。
中央区が元気にならなければ、政令市新潟も元気になりません。
ですから皆さん力を合わせていただいて、この長嶺地域ここを元気にしていただいて、そして
中央区、新潟市を元気にしていただければありがたいと思っております。
よろしくお願い致します。
皆さまのご健勝とこの地域のますますの発展を祈念いたしまして、あいさつとさせていただき
ます。

ちを守ってゆくという活動を行ってきましたが、これは将来必ず子どもたちが大きく育ってくれ
るものと思っております。
この長嶺コミ協が「子どもたちのため」ということで、子どもたちの安心安全のために活動し
ておられることは学校にとって宝でありますし、頭の下がる思いであり、本当に感謝申し上げま
す。
今後ますますこの会が発展充実されますことを心から祈念し、挨拶に代えさせていただきます。
本日はありがとうございました。

長嶺小学校 真 柄正幸校長

みなさん今晩は、学校に対しまして日頃よりご理解、ご協力を戴きましてこの場をお借りしま

長 嶺 地域コミュニティ協議会平成 21 年度活動報告
体育文化部

体育文化部長 下 條 進

して心より感謝を申し上げます。
また子どもたちの安心安全のためのセーフティスタッフ活動や子どもたちを楽しませる活動で

①コミ協の部

夏まつり、今年はサマーキャンプなどを実施していただいていることに対し、本当に感謝申し上

４月

花見の会 東公園 ８０人

げます。

6 月 7 日 蒲原まつり協力
・ごみ処理、パトロール

学校では市から委嘱されている塩田地域教育コーデネーターを中心にして、保護者、地域が参

・神社境内通行監視

画する教育活動に取り組んでおります。

夏まつり参加及び協力

その中で今日ご列席の峰村商店さんに味噌工場を見
学させていただいたり、昨日のスキー教室では地域の皆
さまからおおぜい参加していただいたりして、無事スキ
ー教室も終えることが出来ました。
このように、地域の皆さまに本当に支えられて教育活
動を行うことができることを、非常に嬉しく思っており

・飲物模擬店出店
１１月

ソフトボール大会 中止 (グランド不良・寒さのため)

②スポーツ振興会主催・コミ協共催の部
５月３１日

健康ウォーク 加茂山公園

１００人

10 月 4 日

三世代交流運動会

２５０人

11 月 8 日

いきいき体操教室

３０人

２２年１月３１日 ボーリング大会 シルバーボール １２０人
ます。
学校では平成 23 年度から新しい学習指導要領が実施

皆様のご協力ありがとうございました。

されますが、国の定める指導要領では子供たちの生きる
力を育むということがうたわれております。

青少年部

青 少年部副部長 坂 井薫

この生きる力を育むというのは学校だけでは出来ま
せん。家庭や地域の皆さんのご協力があって始めて子供たちの生きる力が育まれると思っており
ます。そんな中にありまして本当に子供たちのためにということで主体的に活動している PTA、
更に今日お集まりの本当に子供たちのために一生懸命になって取り組んでくださる、地域の教育
力のたかまりの最前線にある長嶺地域コミュニティの皆さんのご協力があって、私たちの学校が
支えられるということを本当に喜んでおります。

６月３０日～７月２日

蒲原まつり協力

８月２日

サマーキャンプ

８月３０日

コミ協夏祭りの実施 東公園

西蒲区 上堰潟公園 １６０名参加

これからの行事予定
３月１３日

６年生の卒業と新１年制の入学を祝う会
( 会場 万代長嶺小学校 )

私たちの学校といたしまして、子供たちのために、地域の宝である子供たちのために、今後と
も全力で取組んでまいりたいと思っておりますので 更なるご支援、ご協力のほどを、よろしく
お願いします。

今回は、サマーキャンプを初めて行いました。暑さ対策にシー
トをはったり、ご飯が思うように温まらず苦労しましたが、美味
しいカレーライスを作ることが出来ました。この会にも、コミ協

本日は本当におめでとうございました。

の役員の方々から大変協力していただき、大変ありがとうございま

した。

また、夏祭りも例年以上に盛り上がり、皆様に大変感謝しております。

青少年部では、４回夏祭りを行いましたので、次回はプロジェクトチームを立ち上げコミ協全
体の事業として行って頂ければと思っております。

3、蒲原祭り警備の協力 ６月３０日(火) ７月１日(水) ・３日(水)
中央図書館入口前付近、東公園側長嶺第二入口付近の 2:ｹ所警備、協力者 25 名
4、8 月 30 日(日) コミ協夏まつり協力(会場警備及び模擬店) 東公園警備 4 ｹ所
模擬店 焼き鳥・焼きおにぎりの担当 協力者 34 名

健康福祉部 健 康福祉部長 松 原明子

5、自主防災訓練 万代長嶺小学校グランド

長嶺地域コミュニティ協議会健康福祉部として、皆様の大きなご協力ご支援に支えられ、さ

9 月 13 日(日) 大地震を想定しての一時避難・情報伝達・避難誘導の
各訓練及び初期消火・救出訓練・AED 取扱・炊出しの各訓練を行い

まざまな活動を実施することが出来ました。

ました。

皆様には、心より感謝申し上げます。

今回新しく参加の町内もありました。当日は悪天候にも関わらず訓
○主な活動

練参加者３６２名

・ふれあい給食の実施 (１０回 ７月８日を除く)

6、12 月 9 日(水) 年末防犯・防火パトロール(コミ協全体)

・ふれあい三世代交流お楽しみ会

A・B の 2 グループにて行動。中央区地域課 1 名、東警察署 6 名、総勢

・コミ協夏祭り模擬店出店

75 名で旧長嶺小学校区を巡回パトロールを行いました。

・自主防災訓練時炊き出し訓練

7、防火座談会 2 月消防署講師を招いて実施予定

・東地区公民館文化祭参加

8、安心安全部反省会 3 月の予定

・障害者ステーション「さんろーど」もちつき大会参加
・健康講座の開催

環境整備部 部 長 野口幸一

１２月１７日「緑内障とその治療」白柏麻子先生

これからも皆様に支えられながら「私達の街は私達の手で」をモットーに、私達なりの活動を

中央図書館周辺の主要道路清掃を春・秋の 2 回行い、コミ協夏祭りでは焼きそば・コロッケ販
売を担当しました。

つづけていきたいと思います。

秋に行った図書館周辺清掃の日は、天候が不安定で中止すべ

どうぞよろしくご支援のほどお願いいたします。

きか判断にまよい、長井コミ協副会長に相談したところ、
「や

安心安全部 部 長 加藤孝雄
1、５月２７日(水) 防犯座談会

ろうよ」という力強い言葉が返ってきました。
時折雨が降る天気にもかかわらず、町内毎にグループで参
場所

東地区公民館３０４号室

講師

新潟東署生活安全課

加下さった皆様方に深く感謝申し上げます。

齋藤係長
講演次第 ① 振り込め詐欺対策について
② 小・中学生の下校時における不審者対策について
③ その他
参加者 ３０名
2、６月１０日(水) 安心安全部総会 場所 東出張書第一会議室２８名出席

諸先輩よりいただいた助言を今後の清掃活動に生かし、
「地
域の輪をもっと広げることが出来るような場の一つにしていけ
たらいいな」と思っております。
また、夏祭りの模擬店では部員の方のみならず、地域の方々からも応援していただき、交代な
しに休まず動きまわられました。大変ありがとうございました。

会を兼ねて「新春茶話会」を、1 月 28 日(木)午後 7 時から 8 時 30 分まで、中央区役所東出張所第

産業経済部報告

産業経済部長 峰村悟朗 (代理 水 本コミ協副会長)

一会議室で大勢の参加をいただいて開催しました。
報告を受けて、グループ別懇談、結果発表がありました。最後に新潟市男女共同参画課長のコ

8 月 30 日の夏まつりに於いて、発酵食品を調味料として提供させて頂きました。

メントでは、長嶺コミ協の男女共同参画への意識は高いとの評価がありました。

また、当地の発酵食品会社の発酵食品の販売も行い、皆様から好評を得ました。

男女共同参画とは性別による差別をなくし、個人の尊重であると締めくくりました。

広報部 副部長 塩田美幸

実行委員会事業 蒲 原まつり実行委員会

今年度からは専門部の広報部として「新発足」し、塩田、平石、伊藤の３人体制で「長嶺地域
コミュニテイたより」を発行してきました。

実行委員長 水本孝夫

まつりにご協力いただきました関係町内の方々、及び関係者各位にまずもって感謝申し上げま
す。

１．

４月１２日 桜の花見、記念植樹祭

今年度は、4 つの新たな試みを行いました。

2.

５月２７日 防犯座談会

第一に、見物客数の調査を行いました。調査方法は柏崎の「えんま市」を参考にし、3 日間で約

3.

６月２８日 図書館アクセス道路一斉清掃活動

17 万人の調査結果となりました。

4.

７月 1・2 日 蒲原まつり

第二に、蒲原町にて「福祉ふれあい広場」を開催しました。小規模作

5.

８月 ２日 コミ協デーキャンプ

業所の「さんろーど」
「のんびーり青山」を窓口として、社会福祉協議

6.

８月３０日 夏祭り

会、青陵大学ボランティア部の皆様にご協力を頂きながら開催しまし

7.

９月１３日 自主防災訓練

た。又、会場の雰囲気を盛り上げるため、万代太鼓の実演を行いまし

8.

９月２４日 ふれあい給食お楽しみ会

た。

9. １０月１８日 中央図書館周辺清掃

第三に「ゆかたまつり」を開催しました。まつり当日、浴衣を着てこ

10. １２月 ９日 年末防火、防犯パトロール

られた方に
「福祉ふれあい広場」で抽選で粗品をプレゼントするという企画で、

11. １２月１７日 健康講座「緑内障とその治療」

380 名の方々が来られました。
第四に「広報誌」の発行を行いました。発行部数 6,000 部を地元の地域、関係行政、神社関係

長嶺地域コミュニティ協議会のすべての活動とまではゆきませんが、その活動の９割位は記録

等へ新聞折り込みや手配りにて配布しました。
又広告協賛は 60件、一般協賛は 141件と多数の方々
から協力頂きました。

してきたのではないかと思います。
各専門部の活動の記録と共に、写真広報という「長嶺地域コミュニティたより」を活動の記録
として充実したものとしてゆきたいと思います。

以上、4 つの新たな試みを行いましたが、初めてということもあり至らない点多かったとは思い
ますが、今後も継続し皆様のご協力を仰ぎながら、みんなに愛され、親しまれる「蒲原まつり」
にしていきたいと思います。

総務会事業 男 女共同参画活動

副会長 小林佳子

長嶺地域コミュニティ協議会のスローガンに「男女共同参加・参画地域
社会の実現!」があります。これに沿って今年度の事業は、長嶺地域住民の

実行委員会事業 沼垂まつり下町連合実行委員会

実 行委員会 松原忠

沼垂まつりに関して、長嶺コミ協の皆様方から物心両面においてご協力頂
きありがとうございました。

協力を得て「男女共同参画に関する」アンケート調査を行いました。調査

特に皆様方から協賛金を頂きましたお陰で、子どもみこしを担いで「沼垂

の内容は、昨年 6 月に新潟市が実施た「男女共同参画に関する調査」を参

まつり」に参加して頂きました。来年は、子ども灯篭を作る予定もあります

考にし、コミ協独自の「町内会・自治会活動について」を項目に盛り込みま

ので、大勢の子ども達・大人の方からも参加して頂き、まつりを盛り上げて

した。

頂ければありがたく思います。

130 人の回答を得て調査・分析し、報告書を作成しました。そして、その報告

