おはなしの森
サークルの皆さん

親子映画鑑賞会には豊丘保育
園の園児さんを含む 名の子ど
もたちが 鑑賞。
流しそうめんには 名が準備
から携わ り、マ
イ箸・マ イ茶碗
を持参し て夏の
風物詩を 楽しみ
ました。
ご協力 いただ
いた皆様 に感謝 。

「やさしいオオカミ」
「手紙」の二本上映
そうめん・うどん・ミ
ニトマト・かに蒲・ワ
カメ・きゅうり・ゼリ
ーが流れてきた～。

６３
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八月七日（日）早朝
推進委員 名が畑に
集合。
十一月二十三日に
開催される【第 回新
そば祭り 】に向 けて 、
そばの種 まきを 実施 。
毎年四百人を超え
る人が楽しみにして
いる豊丘 地域づ くり
推進委員会主催の最大イベン
トに向け ての
第一歩を 踏み
出しまし た。
美味し い新
そばに期 待が
大きく膨 らみ
ますね。

３０
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五色百人
一首には
名が参加、四
回戦での勝
負でした 。
その後は
「白玉だん
ごづくり 」
みんなで
白玉を作 り、
トッピング
して、冷やし
て美味しく
いただきま
した。

高津 ・慧親
ドロテーさ
んの講話と
坐禅修行 な
どを寺久 保の豊 楽庵 （坐禅
道場）で 体験し まし た。
自然観察 では、 奈良 川流
域や豊丘 地域の 自然 につい
て地元の 小林道 男さ んから
お話をお 聞きし まし た。
子どもた ちは、 両講 座と
も真剣 に向き 合い、 普段体
験でき ない時 間を過 ごし、
この夏 の貴重 な思い 出にな
ったこと でしょ う。

いざ勝負？

１・２年生の部

３年生～６年生の部

かじかの観察と放流

種類別の木の役割とは…

七月三十 一日（ 日） 晴れ
「豊丘ダ ムまつ り」 が開催さ
れました 。
名物ニラ せんべ いや 焼き
モロコシ 、農産 物の 販売、
秘水・名 水「豊 丘の 穴水」
の試飲、 ブルー ベリ ーアイ
ス・ドリ ンク販 売、 昇竜湖
宝探しウ ォーク では ご好意
で頂戴し たカブ トム シの参
加賞など 多彩な 内容 で多く
のお客様 をお迎 えし ました。
また 、和太鼓 や
土笛の演 奏が披 露
され、訪 れた皆 さ
んは、清 々しい 山の 空気に映 える
音色を満 喫して いま した。
来年もま たお楽 しみ に…。
土笛演奏

２９

先月号の答えは…

オオカミ除けのご利益もあります。

（県内での認定は１５箇所のみです）

（○には漢字が入ります）

「こんな講座をやってほしい」などの
ご意見・ご提案をお待ちしています。

が開催されます。

軟式野球（町対抗）
バレーボール（町対抗）
ゲートボール（各組対抗）

★ お問い合わせ
須坂市観光協会
℡ ２５１‐２２２５

★ 午後７時～午後９時
豊丘小学校体育館

★ 開会式 午前 8 時
豊丘小学校グラウンド

９月２２日（木）
９月３０日（金）
１０月 ７日（金）

五味破風高原自然園で
リンドウ群生地の鑑賞
会が開催されます。
９月１７日（土）
～９月１８日（日）

９月２５日（日） ニュースポーツの教室

★

セルフタイマー（５分間点灯）
付の照明を設置しました。
夜間の地域公民館使用後に
ご利用ください。

山岸ブロック長挨拶

七月三十 一日（ 日）
三木須坂市長はじめ
理事者を招き市民会
議が開催 されま した 。
区長の配慮で意見
の出やすい車座方式
で行われ 、人口 減少 ・
高齢化問題や地域環
境問題、五味池破風高
原の整備利用等、豊丘
地域が抱える諸問題について
意見交換 がなさ れま した。
地元住民が中心になり活性
化を進めていく旨を伝え、行政
には今まで以上の強力な支援
を求めま した。

良好な水質・地域の誇りとして住民
に守られてきた湧水、そして…

八 月二 十 一 日（ 日 ） に行
われ た 須 坂市 女 子ソ フト バ
レー ボ ー ル大 会 に豊 丘町 と
大日 向 町 がブ ロ ック 代表 で
出場しま した。
大 日向 町 は 健闘 の 末 、惜
しく も 北 横町 に 敗退 しま し
たが 、 豊 丘町 は 五閑 町・ 大
谷町 と 連 覇し 、 Ａブ ロッ ク
決勝に臨 みまし た。
決勝 で は旭 ヶ 丘 町と フル セ ット の
末、 惜 しく も 敗れ ま した が 、堂 々の
準優勝！ おめ でと うござい ます。
両チー ムのご 健闘 を称賛し ます。

たから

賞状とカップを抱えて・豊丘町

「豊丘の穴水」が地域の財産「信州の
名水・秘水」に認定された理由は？

パワフルプレー…大日向町
旧園里学校に安置されているお地蔵さんは
「首切り地蔵さん」と呼ばれていますが、
他にはなんと呼ばれているでしょう？

八月十八日（木）そのさと
加工組合そばの会の皆さん
が、親善交流で訪れた姉妹都
市「三浦市」の児童生徒さん
たちに「そば打ち」を指導し
ました。
練る・延ばす・切る、美味
しいそばを打つための工程
をユーモアを加えながらや
さしく指 導して いま した。
そば打ち体験と
豊丘の母ちゃんた
ちとのふれあいは
須坂での良い思い
出となり、また三浦
市への良い話のお
土産になったこと
でしょう 。

八月二十日（土）育成会の
奉仕活動で中学生８名と保
護者の皆さんが豊丘地域公
民館周辺の草刈りと公民館
内の清掃 作業を 行い ました。
地域公民館や園里学校に
お越しの皆さんを気持ち良
くお迎えすることができま
す。本当にありがとうござい
ました。
綺麗になりました。
遊びに来てください。

