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防 災 万が一の事故や震災に備えましょう

夏 休 み ！

友 好 都 市 と

楽 し く

交 流 し よ う ！

水難事故を防ぎましょう
6 月から 8 月にかけては、水

難事故が多く発生する時季です。
さらに、近年ではゲリラ豪雨の
発生により、河川の水量が急激
に増え、ますます危険性が高まっ
ています。次のポイントに注意
し、水難事故を未然に防ぎましょ
う。
①大雨の後や、天候が悪くなり

そうなときは海や川には近づ
かない。

②保護者は子どもから目を離さ
ず、単独での行動をさせない。

③立ち入り禁止、遊泳禁止区域
には絶対に立ち入らない。

問豊科消防署　472・3145
　穂高消防署　482・8262
　梓川消防署　478・2090
　明科消防署　462・2992

上級救命講習
麻績消防署と明科消防署では、

AED（自動体外式除細動器）を
使用した心肺蘇生法や、けが人
が発生したときの応急手当の講
習会を開催します。
●日時　7 月 9 日（土）午前 8 時

30 分～午後 5 時 30 分
●場所　明南小学校体育館
●募集人数　30 人
●受講料　無料
●申込期限　7 月 8日（金）までに、

麻績消防署（467・2992）か、
明科消防署（462・2992）へ
申し込みください。

市防災講演会
「豪雨災害、土砂災害を回避し、

生き残るための方法」をテーマ
に、防災マップに示した被害想
定も交えながら、身近に迫る災
害から身を守る方法を学びます。
●日時　7 月 9 日（土）午後１時

30 分～ 3 時 30 分（開場は午後
１時）

●場所　穂高会館講堂
●定員　350 人（入場無料・先着順）
●講師　平松晋也さん（信州大

学地域防災減災センター副セ
ンター長、信州大学教授）

●その他　駐車台数に限りがあ
りますので乗り合わせや公共
交通機関での来場に協力くだ
さい。

問危機管理課危機管理担当
　471・2119　672・6739

各種情報
日＝日時　場＝場所　定＝定員　対＝対象者　費＝費用　持＝持ち物
申＝申し込み　問＝問い合わせ　受＝受付コーナー

名称 内容 日時・場所 定員・費用 申し込み・問い合わせ

藍染め体験講座「藍
の生葉でバンダナを
染めよう」

夏は藍（アイ）の葉が育つシ
ーズン。藍の生葉染めができ
るこの時季に、生徒たちと一
緒に生葉染めにチャレンジし
てみませんか。

日：7月 22日（金）・23日（土）
午前 10時～正午

場：安曇養護学校高等部あづ
み野分教室（南安曇農業高
校内）

対：小学生～一般
定：各日 18人
費：500円（手作りミニ
パウンドケーキ付）

受：7月1日（金）～8日（金）土 日
を除く午前 9時～午後 5時

問・申：安曇養護学校高等部あ
づみ野分教室（471・2190）
へ電話で申し込みください。後
日、詳しい要項を郵送します。

マレットゴルフ初心
者講習会

基本的な技術やルールを日本
マレットゴルフ協会のA級公
認指導員が指導します。

日：7 月 11 日（月）午前 8
時 40分～正午

場：豊科水辺公園　マレット
ゴルフ場

対：一般市民
定：15人　費：無料
持：筆記用具、マレットゴ
ルフのボール、スティック
※貸し出しも可能です。

申：赤羽且行さん（豊科マレッ
トゴルフ協会）472・1594

受：6月23日（木）～7月3日（日）
市体協事務局でも受け付けま
す。488・3516

卓球一般対象講習会

体力や技術のレベルに応じて、
講習を行います。初心者大歓
迎です。運動のできる支度で
お出掛けください。ラケットの
ない人には相談に応じます。

日：7 月 10 日（日）午前 9
時 30分～午後 1時 30分

場：豊科勤労者総合スポーツ
施設体育館

対：市内在住の人
定：40人
費：無料

申：事前申し込みは不要。当日
会場で受け付けます。問：宮
澤圭三さん（安曇野卓球連盟）
4090・9664・7990

第 89回ナイスハー
トバザール in 松本
～障がい者施設等の
製品展示販売会～

中信地区の障がい者福祉施設
作業所の製品を一堂に集めた
展示販売会にお出掛けくださ
い。

日：７月２日（土）午前 10
時～午後５時
７月３日（日）午前 10 時
～午後４時

場：アイシティ21…イベント広場

定：なし 問：松本圏域障害者総合相談支
援センターあるぷ
（431・5844　682・8864）

安曇養護学校高等部
校外販売

陶芸品、クッキーやパウンド
ケーキ、木工品やレザー製品
などを生徒たちが自ら販売し
ます。

日・場：①池田町ハーブセン
ターてる坊市場　7月8日
（金）午前10時～午後2 時 ②
堀金物産センター 7月8日
（金）・9日（土）午前 9 時～
午後 3時③穂高ショッピング
センターアミー7月9日（土）
午前 10時～午後 4時

定：なし 問：安曇養護学校　土松さん
40261-62-4920

穂高西小学校PTA
バザー

学校の教育活動の充実のため
収集した日用品、雑貨、農産
物等を出品します。たくさん
の来場をお待ちしています。

日：７月 10 日（日）午前９
時 30分～ 11時

場 : 穂高西小学校講堂

定：なし
持：買い物袋

問：穂高西小学校　482・8100

８月２日（火）～5日（金）

①友好交流都市「福岡市東区」青少年交流
福岡市東区の子どもたちと交流を行います。本年

度は、東区の子どもたちが安曇野を訪れます。
●内容　穂高神社参拝、上高地、キャンプファイヤー、

安曇野めぐりなどを行います。（予定）
●対象　市内に居住し、次の要件のいずれかを満た

す人①昨年度参加した小学 5 年生から中学 2 年生
②小学 5 年生から中学 1 年生で、来年東区を訪問し、
交流事業に参加できる人

●定員　10 人
●費用　小学生 14,000 円　中学生 19,000 円
●事前説明会　7 月 22 日（金）午後 6 時 30 分～　市

役所 3 階共用会議室 306

８月10日（水）～11日（木）

③友好都市「真鶴町」青少年交流
神奈川県真鶴町の子どもたちと交流を行います。

本年度は、真鶴町の子どもたちが安曇野を訪れます。
●内容　市内施設で各種体験、夜はキャンプファイ

ヤーを楽しみます。（予定）
●対象　市内に居住する小学 4 年生から 6 年生で事

前説明会に必ず参加できる人
●定員　20 人
●費用　3,500 円
●事前説明会　7 月 28 日（木）

午後 6 時 30 分～　市役所４階
大会議室西

８月6日（土）～7日（日）

②友好都市「江戸川区」花火大会
江戸川区から安曇野の家族を招待いただきました。

5 秒間 1000 発打ちのオープニングがみどころです。
●内容　花火大会のほか、葛西臨海水族館や東京都

内を見学します。（予定）
●対象　市内に居住する小中学生とその保護者（１

家族で保護者は１人。過去に参加した人は申し込
みできません。）

●定員　45 人
●費用　１人 1,000 円（区民施設「くつろぎの家」で

男女別の相部屋に宿泊）
●事前説明会　7 月 27 日（水）午後 7 時～　市役所

4 階大会議室西 交流の様子

事業名 申し込み 申込期間 備考

①友好交流都市「福岡
市東区」青少年交流 電話

または
ファクス

「住所」「氏名」「性別」「学校名・学年」「保
護者名」「電話番号」を連絡ください。（受
付時間は平日の午前 8時 30分から午後 5
時まで）

６月20日（月）
～７月１日（金）

アレルギーや健康面の注意
事項がある場合はその旨を
連絡ください。③友好都市「真鶴町」

青少年交流

②友好都市江戸川区
　「花火大会」 往復はがき

「花火大会申し込み」と明記の上、「参加者
全員の氏名」「住所」「電話番号」「性別」「生
年月日」を記載してください。

７月１日（金）ま
でに郵送（当日
消印有効）

1家族 1枚の応募とします。

※各事業とも定員を上回った場合は抽選となります。

●問い合わせ・送付先　〒 399・8281（住所不要）政策経営課都市交流係 471・2000 ㈹　671・5155


