
1月1日 三石繁さん 神馬伝説由来の石「駒つなぎ石」に光を

飯島町長 新春インタビュー

飯島文化サロン 「ぞうれっしゃがやってきた」２月の本番に向けて

1月3日 美義屋牧場 引退馬の安住の場に

宮澤正典さん ふるさとへの賀状

1月5日 陣屋 開館２０周年記念　感謝祭イベント日程

1月6日 飯島ＦＣ 山雅　宮下選手と新年初練習

七久保小学校４年生 七久保駅を清掃

1月7日 新しい街づくり委員会 商業施設跡地活用　委員募集

飯島公民館 書初め教室

飯島町スポーツ連絡協議会 第１７回少年少女バレーボール大会

南駒里山クラブ 亀の会と交流登山

1月9日 飯島町図書館 貸し出し３０万人突破

1月10日 七久保小学校 獅子舞鑑賞会

本郷公民館 子ども広場餅つき

新田獅子連 七久保小で児童の安全祈願

1月11日 イーラ 信州伊那里泊覧会イーラ冬版予約受付

飯島町商工会 祝賀会

1月12日 生涯学習センター 飯島城の戦い参加者募集

1月13日 花の里いいじま 鏡開き

1月14日 安協飯島町支会 年賀の会

飯島町文化館・図書館 開館２０周年記念講演会「大河ドラマはこうして作られる」

1月15日 生涯学習センター 陣屋で書道パフォーマンス

茶道の表千家草弦会 初釜をお宿陣屋で開く

1月16日 飯島中 古希記念で母校へ寄付

町内各地 無病息災願い「ほんやり」

1月17日 文化館 書道パフォーマンス作品展示

1月18日 農業委員会 むら夢楽塾２０１４

イーラ実行委員会 運営説明会

1月20日 飯島中ソフトテニス部 北信越中学生インドアソフトテニス大会に出場する

いいじま手打ち蕎麦の会 寒晒し始める

1月22日 林公明さん 県ふるさとの森林づくり賞で県林業普及協会長賞を受賞

消防団 出初式

1月24日 飯島町特別職報酬等審議会 町長他給与減額答申

飯島町観光協会 フォトコンテスト審査会

1月25日 陣屋 開館２０周年感謝祭

ソフトテニス小中生８人 役場で激励を受ける

内堀醸造 町に寄付

1月28日 ＮＨＫ　西村与志木さん 文化講演会にて大河ドラマ制作を語る

1月29日 陣屋 ２０周年感謝祭を終えて

1月30日 岩間ゆうゆうクラブ 新年研修会

1月31日 みそ加工研究会 みそ仕込みを始める、七久保小２年生も体験した
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2月1日 七久保楽歌器 １５日歌声ひろばを開く

七久保地区育成会 七久保小学校で出前講座を開いた

社会福祉協議会 やらまいか講座３回目を石楠花苑で開いた

2月3日 七久保高遠原 馬頭観音碑群

2月4日 むら無楽塾 農業の現状と未来を考えるＴＰＰなどについて講演を開く

2月5日 子育て支援センター つどいの広場を飯島地区交流センターで開き、豆まきを

本郷公民館 大太巻き寿司１２ｍ小学生ら６０と挑む

梅戸神社 節分祭

2月6日 東部保育園、七久保小学校 卒園、入学準備

2月7日 風の谷絵本館 美術家山内孝一さんのアートワーク展が開かれている

2月8日 図書館 ２～３月のテーマ展示

イーラ 陣屋で詩吟体験

2月10日 生涯学習センター 飯島城の戦いに向けて甲冑作り

2月11日 飯島栗研究会 信州伊那栗生産振興大会をＡコープで開いた

2月13日 食生活改善推進協議会 生きがいデイサービスでおはぎ作り

2月14日 飯島町 飯島、七久保両小へ入学予定の７９人へランドセル寄贈

人権教育協と男女参画懇話会 コミュニケーションズ伊藤かおるさん講演

子育て支援センター つどいの広場でひな人形の壁飾り作り

2月15日 町議会 臨時会にて３議案を可決

上伊那仏教婦人会 聖徳寺で委員会・研修会

飯島弓道会 第３２回百射会

2月20日 議会全員協議会 大雪による被害状況報告

2月21日 飯島町 ２０１４年度予算案

2月22日 男女共同参画社会推進懇話会 共同参画プラン答申

桜まつり実行委員会 桜まつり期間を決める

2月23日 飯島中生徒３０人 まちおこしソングのレコーディングをビクタースタジオで

2月24日 町内有志 米俵八十八番隊を発足し米俵マラソンをＰＲした

2月25日 森脇奈保美さんの 全国レディース卓球フェス出場激励会を町が開いた

2月26日 教育委員会 男女共同参画講座、合わせてコーヒーの入れ方講座も

町農業委員 無投票１２人当選確定

町営住宅 入居者募集

2月27日 少年スポーツ団体連絡協議会 中学部活動など意見交換懇談会

生涯学習センター 囲碁ボール大会開催

2月28日 町議会 一般質問１１人通告

町 地域医療確保へ本腰
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3月1日 池上ジェニー社長 米国大使館主催日本企業家賞のパイオニア賞受賞

七久保小６年 ぼくの夢わたしの夢

3月3日 タイムトラベル軍と防衛軍 戦国動乱！飯島城の戦い

3月4日 粉石けんを作る会 イーラのイベントで性能実験

飯島区 区内２１耕地・自治会へ除雪費用を助成

3月6日 飯島区 高齢者ふれあい祭り

町選挙管理委員会 新農業委員１２人に当選証書付与式

3月7日 赤坂商業地活性化委員会 活性化フォーラムをお宿陣屋で開く

町議会 ３月定例会開会

3月8日 七久保小 ６年生を送る会を開く

町郷土研究会 新年度総会

町議会 町長が予算編成の重点を説明

3月11日 町教委 終活セミナーを開いた

3月12日 社協 スリーハート塾を石楠花苑で開いた

飯島小６年１組 ぼくの夢わたしの夢

3月13日 子育て支援センター 親子でリトミック体験講座を開いた

町議会 一般質問要旨

町郷土研究会 一品お持ち寄り会を開いた

3月14日 図書館 漆原宏さんの図書館風景写真展を開く

飯島小６年２組 ぼくの夢わたしの夢

3月15日 飯島地区地域づくり委 まちおこし事例を学んだ講座を開く

町議会 一般質問要旨

3月18日 JA上伊那果樹部会 果樹凍霜害対策指導会を果実選果場で開いた

3月19日 飯島小２校 卒業式

町議会 一般質問要旨

町スポ連 事業計画決める

3月20日 飯島中 卒業式

町スポ連と実行委員会 町ドッジボール大会を開いた

3月21日 町 緊急速報メールを４月から運用開始

町生涯学習センター ノルディックウォーク体験会開催

町議会 ３月定例会で９議案可決

3月25日 町スポ連 千人塚桜マラソン大会を開いた

3月26日 町役場 まちおこしソングの歌詞入賞者表彰式を開いた

3月27日 飯島中２年２組 町内菓子店の商品を掲載したスイーツカレンダーを作る

ギャラリー小蕪亭 掘り出し市を始める

3月28日 図書館 古本フリーマーケットの出展者を募集

町と支部、県協会 災害時のLPガス供給に関わる協定を結んだ

3月29日 まちおこしソング完成
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4月1日 身体障害者福祉協会 第５９回定期総会をコスモス園で開いた

4月2日 第２９回信州いいじま桜まつり 与田切公園５～２０日、千人塚公園１４～２７日に開催

生涯学習センター 楽しい野菜づくり同好会の会員募集

飯島町地域包括支援センター 本郷地区ではつらつ体操の参加者を募集

4月3日 千人塚マレットゴルフクラブ 新ホール完成を祝った

町消防団 今年度の任命式を行った

4月4日 保育園 入園式

越百づくり会議 滝澤恵一さんを招いて講演会を開く

飯島町農業委員会 森本令子さんを会長に再任した

4月5日 小中学校 入学式

信州飯島さくらまつり きょう開幕

4月7日 越百づくり会議 ２回目会議で専門家が事例紹介

4月9日 町定住促進室 出会い＆婚活サポートデスク（仮称）を新設

町 消防車両などを更新

4月10日 観光協会 与田切公園のソメイヨシノの開花を宣言

小蕪亭 掘出し市

4月11日 日方磐神社 春季例祭宵祭りが行われた

光祥院花の里 終活セミナーを開く

4月12日 いいさねっと梅戸の利用者 花の里で吊るしびな展をひらく

伊那谷演歌王 カラオケ発表会を開いた

いこいの森マレットゴルフ場 今期営業を開始した

4月16日 町内各所 桜の身頃を迎えた

4月17日 七久保小学校５年生２４人 安全運転をドライバーに呼びかけ、願いを手紙に

３小中学校 お花見給食があった

4月18日 飯島ＯＢソフトボール協議会 リーグ戦の開会式を開いた

区長・耕地総代・自治会長 ２０１４年度初会議を開いた

4月19日 ハッピーバースフラワー事業 ３年目を迎えた

飯島町自衛隊協力会 新会長に堀越幸夫さんを選任した

本郷こども広場 開所式にて児童４０人が登録

4月22日 子育て支援センター つどいの広場を開いた

4月23日 南駒里山クラブ 新年度総会を開いた

信州飯島さくらまつり実行委員 桜まつりマレットゴルフ大会を開いた

高齢者クラブ連絡協議会 第４３回総会を開いた

4月24日 宮嶋紀義さん さくら功労者表彰を受けた

いいじま手打ち蕎麦の会 第３回総会を開いた

4月25日 東部保育園の園児 唐澤達男さんビニールハウスでアルストロメリア花摘み

与田切ネットワーク 今年度総会を開いた

町消防団 春季訓練と観閲式を２０日に行った

4月26日 町 市町村対抗駅伝の出場選手の激励会を開いた

光祥院花の里 終活セミナーで大法寺住職の講演を行った
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5月1日 飯島町図書館 開館日にちなみイベントを行った

5月3日 植栽ボランティアの会 坊主平一帯にモミジの定植及び整備を行った

5月5日 伊南安協飯島町支会 総会を開いた

5月8日 千人塚マレットゴルフ場 新コース完成式

七久保小児童 千人塚祭典で鼓笛演奏や合唱を披露

5月9日 聖徳寺 月遅れの花まつり

生涯学習センター タイムトラベツクラブの竹細工参加者募集

　　　　〃 初夏の野鳥観察会を行う

マレットゴルフ愛好会 第３６回町長・議長杯マレットゴルフ大会を開いた

5月10日 風の谷絵本館 チョリップ村のお約束の書の物語原画展を公開

月誉平栗の里 今年度の総会を開いた

楽歌器 歌声ひろばを開く

5月15日 アイタウン共同組合 花桃街道ウオークラリーを開いた

飯島山草会 山野草展を開いた

5月16日 越百づくり会議 意見を共有するワークショップを開いた

町 若者定住化促進住宅補助金の交付式を行った

住民有志 傘（からかさ）山登山者の林道周辺の美化を行った

5月17日 スポ連マレットゴルフ部 高齢者親睦マレットゴルフ大会を開いた

5月18日 公益財団法人モラロジー研究所 あたたかい家庭づくりの講演を開いた

5月20日 住民有志の実行委員会 第２回米俵マラソン大会の規模を拡大

ＱＣサークル長野地区伊那 カイゼン事例発表交流大会の参加者を募集

5月21日 まちづくり懇談会 まちおこしソング披露

生涯学習センター 化石のレプリカ作りの参加者募集

アルプス中央信金飯島支店 利用者にアサガオの種を配布する

5月22日 飯島写楽会 八十二銀行飯島支店にて作品展を開いている

飯島区友会 伊南バイパスの工事見学会を開いた

5月23日 小中学校３校 給食で信州コルヌコピアのリンゴデザートを堪能した

上伊那年金受給者協会伊南支部 千人塚公園マレットゴルフ場でマレットゴルフ大会開催

5月24日 町内の山岳会 傘（からかさ）山登山で山の日イベントを初めて開く

町議会 ６月定例会の日程を決めた

県伊那建設事務所 春の河川一斉パトロールで与田切川で不法投棄ごみ回収

5月28日 日本獣医生命科学大 田切南割にてフナ農法５年目の田植えをした

日曽利いなかの風キャンプ場 利用者とともにホタルの楽校水路を整備した

5月29日 生涯学習センター 大人のための作って使える陶芸講座を開講した

伊南子ども劇場 みそ造り体験会を田切の井口初江さん方で開いた

5月30日 飯島、七久保小学校 あす開く運動会の練習を行っている

本郷子ども広場 お茶作りを体験した

5月31日 地域子育て支援センター 与田切公園でつどいの広場を開き、シャボン玉作りを行った

町 町営住宅の入居者募集をしている
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6月3日 つれてってカード協同組合 駒ヶ根、飯島、中川の教委に、小学校向け図書費を贈る

6月4日 飯島、七久保小学校 初の春の運動会を開いた

6月5日 鈴木正平さんと妻むつみさん 絵画、陶器、手作り絵本などを出品した

6月6日 町内小学校 運動会の写真

6月7日 飯島中学校３年１組 お陣屋あんどん市の行燈の俳画製作をした

6月11日 ミヤマシジミを守る会 チョウの学習会を飯島小学校で開いた

6月12日 町内小学校 伊南バイパスの郷沢川と藤巻川にかかる橋の名称募集

飯島町図書館 ６、７月のテーマ「海へ山へ出かけよう」「原作を読んでみよう」

6月13日 田切健康推進員と田切公民館 ブッポウソウの観察会の計画をし、参加者の募集を始めた

6月14日 飯島豊岡の片桐肇さん オープンガーデンの庭のバラが見頃

こまくさ園 サツマイモの苗を植えた

6月18日 シニア大卒業・在学の有志 ボランティア活動グループ「いいなかシニア」を発足させた

6月19日 生涯学習センター 自然探訪特別講座「化石のレプリカを作ろう！」を開いた

6月20日 早起きソフトボール協議会 今年度開会式を本郷運動場で開いた

県建設業会伊那支部飯島ブロック道路クリーン作戦を行った

6月21日 アルテホール光祥院花の里 終活セミナーを開いた

6月23日 生涯学習センター ことぶき学級を開講した

6月25日 消防団 町の大会を開いた

6月26日 スポーツ連絡協議会 スポーツ研修会を開いた

教育委員会 ミュージックウエーブの出演者とスタッフを募集

こりすの会 運動遊び体験を東部保育園で開いた

6月27日 地域子育て支援センター つどいの広場を飯島成人大学センターで開いた

県、町、教育委員会 草笛光子主演の「６週間のダンスレッスン」を上演する

町 町営樽ヶ沢浄水場で安全給水祈願式を開いた

七久保イーグルス、飯島ウイングスチームの紹介

6月28日 ３保育園 プール開きを行った

町保護司会 社明運動への協力を求める法相メッセージを伝達した

6月30日 百鬼ゆめひなこと飯田美千香さん 小劇場完成祝う公演を行った
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7月1日 地域包括支援センター 七久保地区６５歳以上はつらつ体操教室参加者募集

7月2日 ひかり味噌 味噌特別販売

住民有志 町の振興に猫神様倶楽部を本格活動

信州いいじま山の日実行委員会 傘山など登山イベントの参加者を募集

生涯学習センター おやじのための料理教室を開講した

7月3日 JA上伊那 飯島給油所を伊南バイパスへ移転新築竣工式を行った

町と町営農センター 町の赤ちゃんへハッピーバースフラワーを贈呈した

わが町は花で美しく推進機構 写真でお花見交流会を開く

7月4日 町社協 戦傷病没者追悼式を行った

お陣屋あんどん市実行委 軽トラ市の出店者募集

7月5日 町社協と斑鳩町社協 友好姉妹提携２０周年の記念式典を開催

7月6日 NPO法人伊那里イーラ 飯島成人大学センターで総会を開いた

7月9日 わが町は花で美しく推進機構 球根バンク周知させる交流会を開いた

ゆめひなアトリエ 故・岡本芳一さんの命日の６日に出演した映画を上映

7月10日 飯島中学３年生 学校林で山林作業を体験した

米俵マラソン大会実行委 イベント概要確認の会合を開いた

商業部会飲食分科会 ビール半額フェアを行う

7月11日 田切健康推進員と田切公民館 飯田線に乗って天龍村へ、ブッポウソウの観察会を行った

飯島中学２年生 傘山で中央アルプス駒ケ岳の予備登山を行った

7月12日 教育委員会とシルバー人材ｽﾀｯﾌ B＆Gセンタープールの安全祈願を行った

県助産師会上伊那地区 日本家族計画協会長表彰を受けた

飯島絋さん 飯島氏顕彰会で講演を行う

7月16日 飯島地区地域づくり委員会 御嶽山の山林自然園に遊歩道を整備した

B&G飯島海洋クラブ 町内小学生、親子のカヌー、ヨット体験会を開いた

7月17日 町選考委 町おこしソング＆ダンス選考委員会を開いた

七久保青少年育成会 第８回こどもカーニバルｉｎななくぼの準備を行った

7月18日 卓球・森脇さん、空手・須田兄妹 全国大会に向けての激励を町から受けた

東部保育園年長児 飯島美沢の郷沢川にアマゴを放流した

7月19日 田切地域づくり委員会 田切地区活性化拠点施設のプロジェクトチームを発足

風の谷絵本館 彫刻家の加藤朝美さんの作品展を開いている

飯島定住促進質 婚活イベント「大人の夏カレー作り」の募集をしている

7月20日 文化館 音の森コンサートを２１日に開く

7月21日 あんどん市実行委 高札を陣屋前など町内２０箇所に立てＰＲしている

7月22日 町の山岳会等の実行委 信州いいじま山の日を銘打ったイベントで傘山に登る

7月23日 梅戸神社建設委員会 大規模改築の地鎮祭を開いた

南町 夏祭りを南町コミュニティーセンターで開いた

飯島町郷土研究会 七久保高遠原の史跡見学会を開く

7月24日 生涯学習ｾﾝﾀｰ・ﾐﾔﾏｼｼﾞﾐを守る会 田切の食草分布の調査観察会を行った

7月25日 町の山岳会等の実行委 信州いいじま山の日を銘打ったイベントで傘山に登った

7月26日 飯島マジッククラブ 東日本大震災の被災地、宮城県南三陸町を訪問した

図書館 何でもそうだんｉｎまちとしょを来月１日より開く

八十二銀行飯島支店 年金友の会マレットゴルフ大会を開催した

7月30日 俳句実行委 行燈市俳句大会があり、秀作１５句が入選した

ブッポウソウを見守る会の会長 小林さんが、写真展をあるしん飯島支店で開催

お陣屋あんどん市実行委 お陣屋あんどん市の賑わう様子

7月31日 町内保育園 スイカ割り大会を行った

なごみの家 夏祭りを開いた

たまごとミルクとりんごの樹 小学生を対象としたお菓子教室を開く

長野日報　２０１４年（平成２６年）　７月



8月1日 町スポ空手部　倉沢君、土村さん 飯田市長姫空手選手権大会兼南信地区大会で活躍

8月2日 飯島中女子ソフトテニス部 北信越大会に出場する激励会を町役場で開いた

町障害者支援センター｢やすらぎ｣ 移転新築、８日竣工・開所式が行われる

8月4日 飯島中女子ソフトテニス部 北信越中学総体出場に向けて意欲発信

8月6日 都内や町内の小学生親子１２０人 生き物の生息環境調査を行った

花いっぱい運動組織 花のある風景づくりコンクールの募集をしている

ファミリーマレットゴルフ 第２７回の大会を開いた

8月7日 たまごとミルクとりんごの樹飯島店 小学生を対象とした菓子教室を開いた

いいじまはないち １２日にＪＡ上伊那飯島実選果場で開かれる

植栽ボランティアの会 坊主平キャンプ場近くに定植したモミジの整備を行った

8月8日 飯島中３年生有志２８人 託児ボランティアに挑んだ

町図書館 ８、９月テーマのメタボ・ロコモ予防特集展示

8月9日 町障害者支援センター｢やすらぎ｣ 移転新築、８日竣工・開所式が開かれた

越百づくり会議 ７日夜、町文化館であった

8月16日 新成人 成人式でピロリ菌検査に協力

8月17日 田切区 夏祭りを公民館周辺で１４日夜開かれた

8月18日 小学生バレーボールチーム 斑鳩町のチームと交流会を開いた

8月20日 権現様のミズナラ 台風の影響で倒れる

タイムトラベルクラブ 草木染めの参加者募集

8月21日 町観光協会 フェスティバルｉｎ与田切２０１４を開催する

8月22日 町おこしソング ダンス振り付け講習会を開いた

ヤナギヤ 創業１００年でピザイベント企画

8月23日 ＪＡ上伊那飯島果実選果場 つがると幸水の出荷をスタート

千葉の小６生 農山村留学で訪れ、カヌーやボート、マレットも体験

8月27日 第２回飯島町米俵マラソン実行委 稲たわらの収穫をした

ヤナギヤ 創業１００年で特製ピザの提供をするイベントを開いた

8月28日 町観光協会 フェスティバルｉｎ与田切２０１４を開催した

8月29日 町総合型スポーツクラブ 初心者のための子ども水泳教室を開講した

いいじま文化サロン 飯島和好さんを招いた読み語りイベントを開く

飯島山久耕地の女性部 防災講習会を開いた

8月30日 南信精機製作所 献血に関する功績で町長に受賞報告

田切公民館 図書部の絵本を楽しむ会を開いた

長野日報　２０１４年（平成２６年）　８月



9月3日 自主防災組織 地震総合防災訓練を行った

9月4日 町づくり推進室 まちおこしソングダンス講習始まる

七久保地区青少年育成会 小学生を対象に防災を織り込んだ宿泊体験学習を開いた

9月5日 花機構 花のある風景コンクールで飯島中学が３年連続で受賞した

9月6日 第２２回飯島町ふれあい広場 町文化館で７日に開かれる

いいちゃん ゆるキャラグランプリ２０１４に出馬した

9月9日 商工会青年部 結成５０周年記念式典を町文化館で開いた

9月10日 飯島のろし研究会 狼煙（のろし）リレーを岩間耕地で行われた

壬生義文さん 講演会を町文化館で開かれた

9月11日 日方磐神社 神社務所の竣工式が行われた

飯野和好さん 読み語りイベントを陣屋で開かれた

9月12日 飯島町保育園の園児６０人 赤坂の森岡一雄さんの農園でクリ拾いを楽しんだ

千人塚公園城ヶ池 今日から落水

柏木自治会 柏木秋まつりを集会所で開いた

9月13日 高坂町長と箕浦副町長 長寿を祝った敬愛訪問を行った

南消防署 防火ポスターの審査会を行った

9月17日 七久保区、田切区、本郷区 敬老会を開いた

9月18日 飯島中学校吹奏楽部 第１０回定期演奏会を町文化館大ホールで開いた

9月19日 小林敏也さん 風の谷絵本館で絵本原画展を開いている

9月20日 飯島中学校文化祭｢清龍祭｣ ２６、２７日に同校で開かれる

伊集院真理子さん 陶芸展をギャラリー小蕪亭で開かれている

定住促進室 婚活イベント｢傘山ｄｅ山コン｣の申し込みを受け付けている

9月25日 諏訪神社 秋祭りが行われた

飯島、七久保の両小学校 ６年生が与田切公園で交流した

子育て支援センター つどいの広場のイベント｢お父さんとあそぼう！｣を開いた

9月26日 日方磐神社 秋季祭典の宵祭りが行われた

風の谷絵本館 小林敏也さんを迎え、対談と朗読のイベントを開いた

9月27日 飯島中学校文化祭｢清龍祭｣ 今日まで

白山権現社境内のミズナラ 倒壊により町天然記念物の指定を解除した

9月28日 伊南交通安全協会と駒ヶ根署 いいじまの県道で事故無し運動と銘打ってナシを配布した

長野日報　２０１４年（平成２６年）　９月



10月1日 祭酒会 新しいみこしを製作した

本郷神社 秋の例祭が開かれた

10月2日 保育園 運動会

飯島区会議員 林道でごみ拾いのボランティア作業に取り組む

10月3日 飯島東部保育園 農園でクリ拾いをした

飯島・七久保小学校 森の学校に参加した

10月4日 キューバ移民２世　宮澤昇さん高坂町長に表敬訪問した

３小中学校 給食で地元産のクリを使ったくりきんとんが振舞われた

10月7日 生涯学習センター バッタの観察会を開いた

10月8日 七久保三社合同祭 新しいみこしで練り歩いた

子蕪亭 服飾家垣内榮さんの作品展を開いている

10月9日 秋桜まつり会場周辺の畑 コスモスがほぼ満開となった

10月9日 花の里いいじま 洋画家三澤久夫さんの油彩画展が開かれている

こまくさ園 さつまいもを収穫し秋桜まつりで販売する

10月10日 東部保育園 園西側の畑でさつまいもを収穫した

風の谷絵本館 山の遊び舎　春と夏写真展を開いている

10月11日 町文化館 いいちゃん文化祭を開く

生涯学習センター はじめての糸紡ぎ講座を開く

町交付金｢いちいの会｣ 北町耕地高齢者の集いに参加賞を贈った

10月15日 本郷区、田切区 運動会、体育祭を開いた

七久保小５年生 与田切の水をテーマに学習会を開いた

10月16日 秋桜まつり 三四六ミニコンサートなどで賑わった

10月17日 町粉石けんを作る会 循環型社会形成推進功労者として県から表彰を受けた

生涯学習センター 女性のための防災講座を開いた

10月18日 国交省飯田国道事務所 石曾根交差点～田切中央交差点０．９キロ１１月２９日に開通

10月19日 ゆめ会議 文化館で天竜川シンポジウムを開いた

10月21日 イーラ Ａコープ飯島店で企業の社会的責任学ぶ

10月22日 飯島地区育成会 ちびっこ農園でさつまいもの収穫を行った

七久保保育園 中野幸一さんのコスモス畑で花摘みを体験した

10月23日 飯島地域づくり委員会 御嶽山で秋のイベントを開いた

町スポ・ソフトボール部 第１１回飯島町ソフトボール大会を開いた

七久保区 区民運動会を開いた

10月24日 町 町ふるさと納税の謝礼に送る自然共生米の発送式を行った

町総合型スポーツクラブ 飯島ミニサッカー大会を開いた

10月25日 町 アンテナショップを東京三鷹に開店した

花の里いいじま フェアトレードの物販会を始めた

10月28日 飯島ウイングス 伊南少年野球大会で優勝を飾った

10月29日 梅戸神社 社殿の棟上式が行われた

いいちゃん文化祭 ５０団体が成果披露をした

10月30日 町総合型スポーツクラブ ３園対抗キッズサッカー大会を開いた

天七 新そばとマジックを楽しむ会を開いた

長野日報　２０１４年（平成２６年）１０月



11月1日 まちおこしソング＆ダンス お披露目イベントを行う

町移住ガイド いいじま町ｄｅいい暮らし♪の第２版を発行した

11月4日 飯島町弓友会 第４９回県下弓道飯島大会を開いた

11月5日 山のキノコ倶楽部 与田切沿いの森林内で収穫祭を開いた

飯島区、七久保区 地区文化祭を開いた

11月6日 いいちゃんまちづくり 第２回米俵マラソンに使う米俵を大会ＰＲ用に積み上げた

いいちゃん産業祭り実行委員会 第３回いいちゃん産業祭りを開いた

11月7日 陣嶺館 今日から特別開館

教委 第２３回文化財めぐりを開いた

ＪＡいいじま給油所 ９日にオープン

11月8日 ブラジルのルイス・ギオモンさん 高坂町長を表敬訪問し、姉妹都市の絆を密にした

町ソフトボール協議会 ２０１４年度リーグ戦の開会式を開いた

米俵マラソン ＰＲキャラが誕生した

11月9日 のうさん味ネット上伊那 のうさん味ネットフェアを道の駅花の里いいじまで開く

11月12日 町議会 井戸端会議を開く

田切公民館と本郷公民館 文化祭を各会場で開いた

町スポ推進委員会 いいちゃんウォークを２２日に開く

11月13日 第２回米俵マラソン ９日に開催し、賑わった

11月14日 七久保小学校 千人塚マラソンを開いた

町観光協会 ＮＰＯ法人ふるさとオンリーワンのまちより認定証を贈られた

11月15日 パキスタン大使 ファルーク・アーミル大使が町に訪れた

第１回飯島町健康福祉大会 あす町文化館で開かれる

11月19日 第１回飯島町健康福祉大会 １６日に開かれた

11月20日 七久保小学校児童緑化委員会 校庭に立つベニシダレザクラの手入れをした

町ソフトバレーボール協議会 第２８回トーナメント戦を開いた

11月21日 七久保小学校 町地域支援ボランティア｢わくわく｣のサイエンスショーを開いた

生涯学習センター 体験講座｢はじめての糸紡ぎ｣を行った

11月22日 いいじまミュージックウエーブ２０１４２３日に町文化館で開かれる

飯島小学校 毎年恒例のロードレース大会を行った

11月23日 伊南バイパス開通プレイベント 石曾根交差点～田切中央交差点で開かれた

11月26日 七久保の荒田獅子舞保存会 新調した道具の入魂式を行った

生涯学習センター 講座｢いざという時に役立つ防災クッキング｣を開いた

11月27日 伊南バイパス開通プレイベント 多くの人で賑わった

11月28日 本郷区 本郷堤の記念碑除幕式を行った

子育て支援センター つどいの広場を開いた

花の里いいじま 飯田市の草原の風が主催するチャリティーバザーを開く

11月29日 いいちゃん文化祭実行委員会 同文化祭の反省会を開いた

七久保小学校 クラブ発表会を体育館で開いた

11月30日 伊南バイパス飯島工区 石曾根ー田切中央交差点間の開通セレモニーが行われた

長野日報　２０１４年（平成２６年）１１月



12月3日 飯島中３年２組 町の名所切り絵にし、来年のカレンダーを製作した

生涯学習センター タイムトラベルクラブ体験講座｢明治の婚礼料理｣を開いた

町議会 ２０１５年度予算編成会議を開いた

12月5日 東部保育園児 伝統の餅つきを楽しんだ

町議会 １２月定例会一般質問で１１氏が通告

12月6日 七久保小５年生 慈福院のシダレザクラ（樹齢４００年）の手入れをした

ＮＰＯ法人（草原の風） モンゴル製品チャリティーバザールを七久保道の駅で開催中

12月10日 伊那谷自然友の会 傘山で冬山登山を行った

町バトミントン大会 飯島小学校体育館で開いた

町図書館 お話の森クリスマススペシャルを文化館で開いた

12月11日 ＪＲ飯島駅 駅前広場でイルミネーションイベントを始めた

ボランティア関係者 Ｘマス交流会を成人大学センターで開いた

12月12日 女子駅伝チーム所属の久保田さん全国高校駅伝出場の激励を受けた

12月13日 飯島中学校 小学６年生を対象とした来校授業を初めて開いた

町図書館 １２月と１月の特集テーマ｢クリスマス・お正月｣｢若い人に・・・｣

12月14日 町郷土研究会（桃澤会長） お話持ち寄り会を成人大学センターで開いた

12月15日 駒ヶ根ライオンズクラブ 赤い羽根共同募金の寄付で飯島町に２万円を贈った

12月16日 町議会 １１議案可決し閉会した

12月17日 小中学生 町で作文・書道・ポスター等のコンクールの表彰式を行った

田切公民館と田切健康推進委員 冬鳥観察会を兼ねたウォーキングを行った

12月18日 小学生４人 町社協の福祉体験教室でデイサービスを体験した

12月19日 風の谷絵本館 創作竹楽器作者遠藤健二さんの作品展を開いている

保育園児 雪遊びを満喫する

12月20日 米俵保存会 縁起物商品｢大吉俵｣を作り、予約を受け付けする

七久保道の駅・花の里いいじま 直売所に重量当てクイズのジャンボ餅を飾る

12月23日 梅戸神社氏子総代会 年末の大祓い式に向けた茅の輪作りが行われた

12月25日 子育て支援センター クリスマスコンサートを文化館で開いた

町スポーツ連絡協議会 第４３回飯島町柔道大会を飯島町体育館で開いた

県農業再生協議会上伊那地方部 総会を開き２０１５年産米の生産数量目標を決めた

12月26日 風の谷絵本館 阿智村の山内孝一さんのアートワーク展を開いている

寺子屋いひじま 今年度終了式を役場西庁舎で開かれた

12月27日 飯島町商工会商業部会 大抽選会を町商工開館で開いた

12月30日 飯小の特別支援学級の児童 福島県飯舘村の特別支援学級の子供に本を贈った

飯島町 ２０１４年５大ニュース

長野日報　２０１４年（平成２６年）１２月


