
1月1日 高坂宗昭　飯島町長 新春インタビュー

1月3日 いいちゃん まちおこしソング＆ダンスのため、シャープな体に変身

1月6日 飯島公民館 書初め教室を開いた

信州いいじま山を楽しむ会他 御嶽山で初日の出登山を行った

1月7日 傘山（からかさやま） 登山者が急増している

1月8日 飯島FC 蹴り初めをB＆Gの体育館で開いた

林修さんの講演会 チケットが完売した

飯島町出会いサポートデスク 婚活イベント｢不思議なチョコレート工場からの脱出｣を開く

林修さんの講演会 チケット完売

1月9日 飯島のNPO法人伊那塾 ミュージカル｢くまねずみタータの冒険｣を駒ヶ根文化館で開く

七久保小学校 獅子舞を見学する会を開いた

生涯学習センター、地域づくり委 ｢戦国動乱！岩間山城の戦い｣を行う

1月10日 飯島町消防団 明日出初式を開く

飯島町商工会 年賀の会が開かれた

1月13日 七久保の新田北西地区 小正月の伝統行事｢ほんやり｣が行われた

1月14日 飯島陣屋 書初め繭玉づくり、鬼木づくりが行われた

道の駅｢花の里いいじま｣ 重量当てクイズの鏡餅の重さ２２．５Kgでした

安協飯島支会 年賀の会を開き、交通事故防止への思いを新たにした

1月15日 飯島町消防団 出初式を１１日に行った

ファミリーマートJAいいじま店 １４日バイパス沿いにオープンした

町内の保育園 繭玉作りを行った

町スポ連バレーボール部 少年少女バレーボール大会を飯島町体育館で開いた

1月17日 飯島中学校 百人一首クラスマッチが行われた

生涯学習センター ４×５．７ｍの巨大な書道作品を文化館に飾っている

本郷公民館 今年最初の｢こども広場｣を開き、餅つきをした

1月21日 飯島町観光協会 フォトコンテストの審査会を開いた

アンテナショップ ｢信州いいじまマルシェ｣は試験営業を延長している

飯島小学校３年２クラス 飯島陣屋で昔の道具や暮らしを学ぶ授業を行った

1月23日 飯島地域づくり委員会 ｢御嶽山秋のイベントフォトコンテスト」の作品を展示している

楽歌器（らくがき） 「歌声ひろば」に向けて練習に励んでいる

1月24日 農業団体関係者でつくる委員会 農業振興イベント「いいじまむら夢楽塾２０１５」を開く

上伊那スポールフェスティバル 囲碁ボール大会を２月８日に開く

県労働金庫駒ヶ根支店運営委員会飯島町に図書カードを寄贈した

1月28日 飯島陣屋 「文化財防火デー」に合わせて恒例の訓練を行った

子育て支援センター 未熟園児親子の交流の場「つどいの広場」を開いた

1月29日 飯島小学校２年生２クラス 育てた大豆で豆まきを飯島陣屋で行った

社会福祉協議会 飯島町社会福祉大会を開く

1月30日 町自然エネルギー推進協議会 小水力発電の事業化に向けて法人設立を目指している

社会福祉協議会 「やらまいか講座」今年度２回目を開いた

1月31日 山岳ガイドの小川さゆりさん 講演会で御嶽山噴火の体験を語った

飯島町消防団 入団員を募集している
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2月3日 県推進本部 飯島町に交通死亡事故ゼロ５００日表彰

2月4日 本郷公民館 大太巻き寿司大会を開いた

町内３保育園 節分の豆まき行事が行われた

2月5日 七久保小学校の来入児 一日入学があり、学校の雰囲気に親しんだ

飯島中学校 山岳ガイドの小川さゆりさんを招き講演会を開いた

2月6日 いいちゃん「いい食」キャラバン 七久保保育園で公演を開いた

飯島中学校 山岳ガイドの小川さゆりさんの講演会（要旨２回目）

2月7日 飯島中ソフトテニス部 団体戦女子の部で３位入賞した激励等

飯島中学校 山岳ガイドの小川さゆりさんの講演会（要旨３回目）

2月10日 いいじまむら夢楽塾２０１５ 農業功績者の表彰、経営改善計画の認定賞交付

2月11日 飯島町農業委員会 新たに農家４組が家族経営協定を結んだ

生涯学習センターと地域づくり委 岩間山城の戦いに向け、甲冑作りを行った

2月13日 飯島町 今春入学するこども８４人にランドセルを贈った

飯島弓友会 第３３回百射会を開いた

2月14日 岩間ゆうゆうクラブ 月例会でそば打ちに挑んだ

飯島町図書館 ２、３月のテーマ

2月16日 飲食店主ら有志の会 地域活性イベント「飯島陣屋カクテル乾杯フェス」を行う

2月18日 さくら丼食べ歩きの会 七久保駅南のそば道場ななくぼで、そばを堪能した

2月19日 飯島町 ２０１５年度の予算案と主な事業について

保育園年長組 みんなもうすぐ１年生

2月20日 まちづくり推進室 十津川警部　赤と黒のメロディのスタンプラリーを行う

町教育委員会 精神科医の明橋大二さんの講演会を開く

2月21日 クリ生産者の会「信州伊那栗」 振興大会でクリの生産が増加との報告をした

町の３保育園 今春から通う乳児の１日入園が行われた

2月25日 第２回飯島町社会福祉大会 町文化館で行われた

生涯学習センター 第４回飯島町囲碁ボール大会を開いた

2月26日 第２回飯島町社会福祉大会 意見発表や講演会を行った

2月27日 国土交通省 重点道の駅の選定賞授与式で田切の里など選定する

飯島町観光協会 フォトコンテストの表彰式を開いた

町 認知症予防と介護方法を学ぶ教室を開いた

2月28日 越百づくり会議 こすも市を開く

七久保郵便局 オレオレ詐欺を防止し、駒ヶ根署から感謝状を授与した
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3月3日 社会福祉協議会 防災講座「地震から身を守るには」を開く

3月4日 南消防署 一人暮らしの高齢者世帯を防火訪問

町内３保育園 それぞれ誕生日会、ひな祭り集会がひらかれた

3月5日 生涯学習センターと飯島地区 イベント「戦国動乱！岩間山城の戦い」を行った

3月6日 飯島小２年生 育てた大豆を使い、味噌仕込み体験をした

田切の里営農組合 田切地区営農組合を解散し、新たに法人化した

3月7日 いいじま未来飛行 ２０１４県市町村広報コンクール映像の部で優秀賞

3月10日 ままポケット 幼児服を持ち寄ってガレージセールを開いた

3月11日 生涯学習センター 講座「おやじのための料理教室」でそば打ちを

第１５回高齢者ふれあい祭り 飯島成人大学センターで開いた

3月12日 教育委員会 文化財講演会「飯島町の大地を語る」を開く

飯島小６年１組 ぼくの夢わたしの夢

3月13日 町乗り合いワゴン車・タクシー 来月から南北２区域運行に変わる

飯島小６年２組 ぼくの夢わたしの夢

3月14日 教育委員会 文化財小冊子第２弾「飯島町の大地の成り立ち」発刊

七久保小６年 ぼくの夢わたしの夢

3月17日 生涯学習センター ノルディックウォークの体験会を与田切公園で開いた

3月18日 七久保小６年 カルタ「自然と触れ合うキャンプを成功させよう」を製作

図書館 東京のプロの劇団オフィスやまいもの人形劇を上演

3月19日 町の２小学校 卒業式を行った

町職員人事異動 ４月１日付

3月20日 飯島中学校 卒業式を行った

3月21日 飯島中３年２組 切り絵で描いたまちおこしカレンダーを町へ寄贈した

3月22日 山谷（やま）農場 生活困窮者への援助活動報告会を風の谷絵本館で

3月23日 国土交通省飯田国道事務所 飯島の伊南バイパス石曾根－田切中央の整備効果発表

県と田舎暮らし推進協議会 町内飲食店で楽園信州移住者交流会を開いた

3月25日 町スポーツ連絡協議会 第７回飯島町千人塚桜マラソン大会を開いた

3月26日 町内３保育園 卒園式が行われた

教育委員会 心療内科医の明橋大二さんの子育て講演会を開いた

町スポーツ連絡協議会 ２０１４年度総会を開いた

3月27日 信州いいじま桜まつり 同実行委員会主催で４月５日に開幕する

飯島町郷土研究会 一品・お持ち寄り会を開いた

3月28日 上伊那医療生協 生活総合ケアセンターいいじま内に健康スタジオをオープン

3月29日 上伊那医療生協 生協総合ケアセンターの竣工式が行われた
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4月1日 池上明さん宅で号外見つかる 日露戦争中の南信評論と諏訪新聞社（長野日報社）号外

4月2日 町役場で 地方創生法に関わる企画政策課を新設

4月3日 飯島町消防団 ２０１５年度任命式が１日夜開かれた

4月8日 町内３小学校 入学式が６日に行われた

4月9日 飯島町図書館 図書館の日に合わせて古本フリーマーケットを開く

4月9日 小蕪亭 掘出し市を開いている

4月10日 田切放課後クラブ ８日に開所式が開かれた

4月11日 田切の日方磐神社 春季例祭宵祭りが行われた

4月13日 町教育委員会 町のふるさと大使の平野啓子さんの講演会を開いた

4月15日 飯島町 出会いから子育てまでのガイドブックを発行した

4月16日 区長・耕地総代・自治会長会 住民の代表や町職員の初会合が開かれた

4月18日 飯島町粉せっけんを作る会 知事表彰の記念講演会を開いた

4月22日 七久保地区地域づくり委員会 小学校６年生の提案で計画した桜ウォーキングを行った

4月23日 南駒里山クラブ 事業計画を含め総会を開いた

4月23日 飯島町選挙管理委員会 飯島町選の日程を１１月１０日告示とした

4月24日 アンテナショップ 本格オープンした

飯島町女性コーラス 演奏会を２６日に開く

4月25日 アイタウン共同組合 花桃街道ウォークラリーを２６日に開く

4月27日 梅戸神社 増築工事が完了し、御神体を本殿に移す遷座祭を開く
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5月2日 飯島女性コーラス ４年ぶりの演奏会を文化館大ホールで開いた

5月4日 飯島町図書館 イベント「図書館の日」を開いた

5月5日 いいじま手打ち蕎麦の会 第４回目の総会をJA上伊那飯島支所で開いた

5月6日 伊南安協町支会 定期総会を町文化館で開いた

5月8日 風の谷絵本館 絵本作家池谷陽子さんの原画展を開いている

5月9日 七久保区 千人塚祭典を開き、大勢の人で賑わった

上沼宥教さん宅 １本立ちの４０年もののフジが見事に咲いた

5月11日 田島建設と七久保小学校児童５０人 与田切川上流の砂防えん堤補強工事の完成祝いを行った

5月12日 信州いいじま山を楽しむ会 １５周年の記念行事を計画した総会を開いた

5月13日 御嶽神社 区民の安全や五穀豊穣を祈願する例会を行った

5月14日 ギャラリー小蕪亭 バックを中心とした手芸品７０点を展示即売している

5月14日 飯島町米俵マラソン 同マラソン大会を１１月２９日に開くことが決まった

5月15日 健康スタジオやまなみ 太極拳講座を開いた

5月16日 越百づくり会議 全体会議を町文化館で開いた

宅幼老所「いいさねっと梅戸」 利用者が作ったつるし飾りの展示会を道の駅で始めた

5月20日 生きがいデイサービス 町全域の利用者が対象とした初回の活動が開かれる

5月21日 湯澤かよこさんの６月のライブ 七久保小学校６年生がスペシャルゲストとして出演する

5月22日 株式会社道の駅田切の里 同発起人会が田切公民館で創立総会を開くことを決めた

5月23日 本郷こども広場 お茶づくりを体験した

町議会にて町側が 御射山神社御柱祭の御用木を無償提供する報告をした

5月25日 越百づくり会議 初の「こすも市」を開いた

5月26日 生涯学習センター 和太鼓基礎講座を開いた

5月27日 飯島地区青少年育成会 ちびっこ農園さつまいも苗植えを行った

町教育委員会歴史民俗専門幹 日影坂の養山塚（３）

5月28日 南駒里山クラブ 傘山（からかさやま）で山登りイベントを開いた

5月29日 飯島小学校、七久保小学校 ３０日の運動会に向けての練習がさかんに行われている

5月30日 中原知得さん 盆栽の「さつき展」を飯島の道の駅花の里いいじまで始めた

5月30日 まちづくりセンターいいじま 町図書館東側にアンパンマンなどのキャラクターの遊具を設置
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6月2日 飯島、七久保の両小学校 ５月３０日に運動会を開いた

6月3日 町社協 新会長に後藤康良さんが就任した

町教育委員会歴史民俗専門幹 日影坂の養山塚（４）

6月4日 伊那里イーラ 携帯電話を使った生き物調査をはじめる

JA上伊那、農政対策委員会 役場におかゆポット３６個とお米割引券４０枚の目録を届けた

6月5日 町自然エネルギー推進委員会 同会理事７人で設立した合同会社を株式会社化する計画

6月10日 越百づくり会議 センター周辺エリアの愛称を「こすもワクワク広場」に決めた

町教育委員会歴史民俗専門幹 日影坂の養山塚（５）

6月11日 健康福祉大会 ２８日に町文化館で開く

6月12日 山の神花愛好会 信州豊かな環境づくり県民会議表彰を受けた

6月13日 町社協 車椅子仕様車を１台購入した

6月16日 飯島町国際協力会 蓮池薫さんを招いた講演会を開いた

6月17日 カントリーライド２０１５ １４日与田切公演野外ステージで行われた

町教育委員会歴史民俗専門幹 日影坂の養山塚（６）

6月18日 南駒里山クラブ 駒ヶ根高原の光前寺付近でハイキングイベントを開いた

6月19日 アグリネイチャースチュワード協会 フナ農法による米づくりを町内の水田２ヶ所で始めた

6月20日 飯島町地方創生戦略推進会議 町役場で初会合を開いた

6月21日 道の駅「田切の里」 社長に中林正文さんを選出した

6月24日 飯島町消防団 ポンプ操法大会を２１日町役場東駐車場で開いた

6月25日 石楠花苑 やらまいか講座の体験者を中心に健康マージャンを始めた

6月26日 飯島町 地方総合戦略策定に向けてワークショップを開いている

飯島中学校２年生 中央アルプス駒ヶ岳登山に向けた予備登山を傘山で行った

6月27日 飯島中学校３年生 田切の町有林でヒノキの伐採や枝打ちの山林作業をした

6月30日 越百づくり会議 第２回こすも市をこすもワクワク広場で開いた
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7月1日 飯島町健康福祉大会 町文化館で６月２８日開かれた

田切健康推進員、田切公民館 ブッポウソウ観察会を天龍村で開く

7月2日 七久保保育園 タケノコ採りを地区内の竹林で行った

桜守ファミリー 千人塚公園で育樹作業を行った

7月3日 町社協 今年度の戦傷病没者追悼式を町文化館で開いた

7月4日 空手とソフトテニスの６選手 全国大会に向けて高坂町長より激励を受けた

自転車世界一周の仏男性 アントワーヌ・バロージュさんが高坂町長に表敬訪問

7月6日 月誉平栗の里 全国農業会議所会長特別賞を受賞し、祝賀会が開かれた

7月7日 町生涯学習センター ブッポウソウ観察会を町内で開いた

7月8日 町生涯学習センター 親子交流講座「親子でエンジョイ！」を町役場で開いた

いいじま文化サロン 人形劇イベント「ばるおじさんのわくわくシアター」を開く

飯島町ソフトバレー大会 七久保小学校体育館で開かれた

7月9日 幸せカップル第１号 町役場に婚姻届を提出した

7月10日 お陣屋あんどん市 第２２回目が２５日に開かれる

町教育委員会 子育て協会会長の杉浦正明さんの講演会を開く

7月12日 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 ５０周年企画で押切もえさんのトークショーを飯島で開いた

7月14日 七久保地区青少年育成会 こどもカーニバルｉｎななくぼに向けて子どもみこし４基製作

7月15日 道の駅「田切の里」 安全祈願祭と起工式を現地と田切公民館で開いた

町生涯学習センター 講座タイムトラベルクラブで陣屋で泊まりの生活体験をした

花機構 球根の堀り上げ講習会を町役場正面で行った

7月16日 梅戸神社 祇園祭本祭に合わせて夏越しの大はらい式があった

7月17日 高坂町長 国土交通省より伊南バイパスの局長表彰を受けた

宅幼老所「なごみの家」 夏祭りが行われ、七久保小５年生も参加した

町観光協会 今年度の通常総会を町文化館で開いた

7月18日 飯島陣屋主催の「古文書クラブ」 ３００年前に起きた「未（ひつじ）満水」の古文書を読んだ

町Ｂ＆Ｇ海洋センター 今季の営業を始める

7月20日 道の駅花の里いいじま 女性クラフト作家の展示会・体験教室が開かれている

7月21日 Ｂ＆Ｇ飯島海洋クラブ 海洋性スポーツ体験会を千人塚公園で開いた

7月22日 安全で安心なまちづくり町民大会 町文化館で開かれて、小中学生３人が作文を読んだ

7月23日 お陣屋あんどん市 ２５日に開かれる

アイタウン お宝神社祭りが開かれた

7月24日 信州いいじま山の日イベント 傘山（からかさやま）で開かれた

7月25日 飯島保育園年長組 アマゴの幼魚を飯島美沢の郷沢川に放流した

ばるおじさんのワクワクシアター ２０日町文化館で開かれた

7月26日 与田切公園プール ２５日に今季の営業を開始した

7月28日 天竜川上流河川愛護連絡会 河川清掃と特定外来植物の駆除をした

7月29日 お陣屋あんどん市 ひょっとこ踊り、宝投げなどで盛り上がった

お陣屋行燈市納涼俳句大会 １５２８句の応募があり、１５句が入選した

7月30日 七久保地区青少年育成会 こどもカーニバルｉｎななくぼを七久保小学校で開いた

7月31日 飯島氏顕彰会 ２９代当主飯島紘さんの講演会をＪＡ飯島支所で開いた

植栽ボランティアの会 坊主平キャンプ場東で夏の作業を行った
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8月1日 町社協 地域福祉懇談会を町内４地区それぞれで行った

町スポーツ連絡協議会 飯田市の小林新一さんを講師にスポーツ研修会を行った

8月5日 町青少年育成協議会など 小学生向けに企画した「生き物環境調査」を開いた

伊南シルバー人材センター ボランティアで役場周辺の草刈りを行った

8月6日 飯島町暮らしの便利帳２０１５年 町役場で発行した

8月7日 飯島中学校３年生有志３１人 託児ボランティアに挑んだ

8月8日 町生涯学習センター 夏休み特別講座「親子陶芸教室」を開いた

8月14日 飯島町の成人式 明日午前１０時から町文化館大ホールで開く、新成人１０２人

8月16日 飯島町町長選 出馬への目立った動きは出ていない

飯島駅前広場と広小路 納涼夏祭り・夕涼み市が開かれた

8月20日 飯島町観光協会 フェスティバルｉｎ与田切２０１５を２２日に与田切公園で開く

県交通安全運動推進本部 交通死亡事故ゼロ７００日を達成した飯島町を表彰した

8月21日 飯島町の成人式 新成人代表で伊藤慎弥さんがスピーチした（要旨紹介）

8月22日 町子育て支援センター 「つどいの広場」を成人大学センターで開いた

8月23日 フェスティバルｉｎ与田切２０１５ 多くの家族連れで賑わった

8月24日 飯島中学校３年１組３２人 町文化館で大正琴の第３５回交歓会に特別出演した

8月25日 七久保片桐水利組合 針ヶ平ため池改修工事完了の記念除幕式を開いた

8月26日 フェスティバルｉｎ与田切２０１５ 多彩な催しを繰り広げた様子

飯島町と奈良県斑鳩町の小学生 バレーボールの交流試合を飯島体育館で行った

8月27日 飯島中学校３年１組 大正琴の第３５回交歓会で最優秀賞を受賞した

8月28日 町子育て支援センター 未就園児親子と高齢者の交流会を本郷公民館で開いた

8月29日 飯島いいものつくろう会 与田切川周辺の整備で草刈りを行った
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