
2010/03/07（日）

集 合 am 8:00～9:15 善光寺 本堂前
班分け ①善光寺の東西南北 ②護国神社 ③NHK 付近と県社

④公民館と万佳亭 ⑤噴水と新城山公園
参加者 計 24 名 （女性 15名、男性 9名） 気温 1 度、 湿雪の大降り、 積雪なし、

2 月 7 日の活動は大雪のため中止したので二ヵ月振りの活動。今回は善光寺事務局 3 名の方に
同行していただいて有意義な活動となった。犬の糞は約 70 個、 人糞が 1 個、 ゴミも大量

以下は、高相さんからのメールを掲載します。

今朝の集合時は、集合人数の多さに
何時の間に、倶楽部員がこんなに増え
たのかと驚きましたが、半数以上の人
が、上野地区の方と知り上野の方々の
意識の高さに敬服しました。
また、今回は糞の多さに驚きでした。

毎日の散歩途中で数個は目にしてお
り拾っておりましたが冬季間は積雪
に紛れ、気がつかなかったり目立たぬ
ことを良いことに拾わずに立ち去っ
てしまうのだろうと意識のなさを反
省させられました。

この状況では、愛犬家として世間に対し公園の開放など恥ずかしくて要求するどころで
はないと痛感しました。活動は善光寺事務局の賛同と協力を受けるに至り、当倶楽部の今
後の責任の重大さを改めて感じま
した。
ペットの社会的地位の向上に向

け今後とも、ご指導よろしくお願い
いたします。

善光寺事務局の方のお話の中で
山門柱への犬の排尿の件がありま
したが、日ごろ、排尿については持
帰れないことを良いことに、糞程は
気に留めておりませんでしたが今
後、自身のマナーの向上に努めなけ
ればと、改めて反省させられました。

活動予定 ＜ 善光寺 ＞ 3月 21 日 4 月 4 日 ８：００ から
＜ 上野区 ＞ 3月 14 日 4 月 11 日 ８：００ から

〒380-0841 長野市大門町 76
渡辺 一 026-235-1345 090-6016-1442

この活動を支援してくださる個人、団体、企業等を募集しています
http://www.geocities.jp/hw150302/kouen/index.htm



2010/01/10（日）

集 合 am 8:00～9:00 善光寺 六地蔵 前
班分け ①善光寺の北と東と西 ②護国神社 ③NHK付近と県社

④公民館と万佳亭 ⑤噴水と新城山公園
参加者 計 8名 （女性 3 名、男性 5 名） 天候は曇り、 積雪 5cm、 気温 4 度

温暖化で暖冬の筈が、年末は大雪とﾏｲﾅｽ 7 度の寒さとな
り、大晦日の二年詣りから初詣も雪が降り続いた。

城山公園は白一色の雪景色となり、犬のウンチとゴミは、
総て雪の下へ隠れてしまったが、予想どおりに新雪の上に
新しいウンチが放置されていた。又、雪の積らない木陰の
下を丹念に探したら、古いウンチを発見。

本日の収穫はウンチ 2 個。
大きな缶は、元気な中学生が護国神社の林の中を捜し廻

って見つけたもの。 （1 月 17 日朝は気温－9.7 度）

犬の糞は 合計 2 個
城山小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ沿いの桜坂 1
蔵春閣（公民館）前の木陰 1

１月 10 日（日）と 11 日（成人の日）が連休となり、間違えて
翌日の 11 日に来た方がいました。集合場所には「誰もいなかった」 ありがとうございました。

活動予定 ＜ 善光寺 ＞ 2月 7日 3月 ７日 （第一日曜日） ８：００ から
＜ 上野区 ＞ 2月 14 日 3 月１４日 （第二日曜日） ８：００ から

毎月の活動日は特別な事情が無ければ第一と第二日曜日です
雪の善光寺は格別な風情です

〒380-0841 長野市大門町 76 渡辺 一
026-235-1345

http://www.geocities.jp/hw150302/kouen/index.htm



善光寺かいわい愛犬クラブ 2009/12/06

集 合 2009/12/06 8：00～9：00 善光寺・六地蔵
参加者 １8 名 （男性 7 名 女性１１名）
活動場所 善光寺周囲 城山公園一帯
ウンチ&ゴミ 拾い方が上手になり、ウンチもゴミも大量に集めました。
ウンチ合計 19 残念ながら、どの地域にもウンチが放置されています。

善光寺裏 8、桜坂・テニス・清泉は各 2、県社・蓮池・寛慶寺・
鐘楼庭園・護国神社は各 1
タバコの吸殻・空き缶・ごみも写真のように多数を集めた。

活動予定 ＜ 善光寺かいわい ＞ 1月 10 日 2 月７日 （第一日曜日） ８：００ から
＜ 上野区 ＞ 1月 17 日 2 月１４日 （第二日曜日） ８：００ から

毎月の活動日は特別な事情が無ければ、第一と第二日曜日です



2009/11/08（日）

集 合 am 8:30～9:20 善光寺 六地蔵 前
班分け ①善光寺の北と東と西 ②護国神社 ③NHK付近と県社

④公民館と万佳亭 ⑤噴水と新城山公園
参加者 計 21 名 （女性 11名、男性 10名） 天候は曇り 気温 10度

＜＜ 笑って拾えば、心の豊かな仲間が集う ＞＞

活動の趣旨に賛同した 21 名が、目を凝らして拾っ
た犬のウンチは 12 個。固くなった古いウンチが大半
であり、新しいのは数個でした。
ウンチとゴミは、目につく所ではなく、茂みを掻き分
けて拾ったものが大半。大きな缶は、元気な中学生が
護国神社の林の中を捜し廻って見つけたもので、花火
の残りがぎっしり詰まっていて重かった。

犬の糞は 合計 12 個
善光寺鐘撞堂・芝の中・池 2
城山小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ沿いの桜坂 4
NHK 下の芝の中 2
護国神社までの大道り沿い 1
万佳亭と蔵春閣（公民館）の間 3

活動の様子は 11 月 14 日付けの長野市民新聞へ掲載

次回は、12 月 6 日（日）8 時 御協力よろしくお願いします .

終了後は 10名がﾃｨｰﾙｰﾑ藤
屋で談話会。
ﾏｽﾀｰの厚意で、愛犬クラブ

員のｺｰﾋｰは半額の 200 円。
初めて顔を合わせたにも

拘わらず話題沸騰。
犬の社会的な現状を憂い、

これからの活動について 2
時間も語り、12 時前に、よ
うやく解散。
次の予定は

12 月６日
「善光寺」ウンチ拾い。

12 月 13 日
「上野区」ウンチ拾い。

緑豊かな上野区「昭和の
森公園」をご存知ですか。
参加希望者は渡辺へお知

らせください。

メール XXXXXXX@ybb.ne.jp 026-235-1345
長野市権堂町の秋葉神社・秋祭りの「地口」の一つに思わずにんまり。 善光寺かいわい愛犬くらぶ

活動 PR パンフ＜＜私たちの手で「善光寺周辺と城山公園の「犬のウンチ」を拾いませんか＞＞は
600 枚を配布。他に長野市民新聞の記事のカラーコピーは 250 枚。大量のコピーは大門町の「拍与ビ
ジネスセンター」に支援していただきました。ありがとうございました。



私たちの手で「善光寺周辺と城山公園」の
「犬のウンチ」を拾いませんか

長野市では、残念ながら犬の公園への立ち入りが禁止されています。皆
様も、ご存知のように立ち入り禁止になるのも仕方がないほど犬のウンチ
が始末されておりません。

どの世界にも少数ですがマナーに反する人が出てきます。
そこで、犬と飼い主が気持ちよく住める地域にするために、犬が嫌われ

ている現状を少しでも改善するために、多数派である良識ある飼い主でウ
ンチを拾いませんか。ついでにゴミも。

＜住んで良かった 我が町・長野＞ を目指して
私たち犬の飼い主が定期的にウンチ拾いをして気持ち良く、仲

良く住める我が町を目指し、また毎日の散歩の時にも、＜ウンチ
とゴミを見かけたら拾う＞ 活動をしていきませんか。

お知らせ 善光寺かいわい ウンチ & ゴミ拾い

平成 21 年 12 月 6 日（日）AM 8:00～AM 9:00

集合は 六地蔵前（駒返橋）AM 8:00

連絡先 糸長本店 渡辺 一 & 幸江 Tel : 235-1345
犬を飼っていない人も参加してね ♪♪

♪♪ ウンチ拾いながら話そう・・犬の悩み、躾のしかた、
楽しい情報、地域の情報・・たくさん あるはず ♪♪

この活動のモデルは長野市上野区（戸数 1100 戸・3000 人）で始まりました。
上野区内には五つの公園があり、毎月一回、日曜日の朝、30 分間の爽やかな

活動として公園と道路のウンチとゴミを拾っています。また、個々に毎日の散歩
の時にも徹底的に拾うことにより上野区全体が清潔な町になりました。

女性の NK さんが、勇気を奮って呼びかけたところ、すぐに 10 名ほどが賛同
して活動開始。その活動が発展して「上野区愛犬クラブ」となり、2009 年 9 月
27 日の上野区自主防災訓練の中で、災害時に人と犬が共に避難することが出来
る「愛犬の一時預かり」訓練を行い反響が広がっています。

県内では初めて、全国でも稀な訓練の様子は、信濃毎日新聞、中日新聞に掲載
され、INC 長野ケーブルテレビで放映されました。



2009/11/08（日）

集 合 am 8:00～9:00 昭和の森公園 西駐車場
活動場所 公園外周 グリーンベルトコース 伊勢宮公園コース
拾ったゴミ 缶１４本、 ペットボトル４本、 ローラーつきの足、

タバコの吸殻 紅葉狩り後の袋 ナイロン袋 その他多数
参加者 計 16 名（女性 11名、男性 5名） 天候は曇り 気温 10度

＜＜ 笑って拾えば、心の豊かな仲間が集う ＞＞

今回の担当は渋沢さん。たくさんの会員の皆様に
活動を助けていただき、無事に活動を続けることが
出来ました。本当にありがとうございました。
今回のゴミは、紅葉狩りの残骸かと思われるビー

ルの空き缶、弁当のゴミが多数。せっかくの綺麗な
落ち葉の中に、ゴミが・・・・。
拾う人は、犬を愛し自然を愛し地域を愛する心豊

かな人、そんな仲間の集まりが、我が上野愛犬クラ
ブ。誇りを持って活動を続けていきましょう。
次は 12 月 ６日、「善光寺かいわい」ｳﾝﾁ拾い。

12 月 13 日、「上野区」ｳﾝﾁ拾いです。
12 月６日はいつも上野愛犬くらぶのウンチ拾い

などお手伝いをしてくださる渡辺さんの地元でのウ
ンチ拾いです。善光寺にお参りしながらウンチ拾い
お手伝い参加希望者は中村までお知らせ願います。

次回は、12 月 13 日（日）8 時 御協力よろしくお願いします…….

渡辺からお知らせします。
初めて行った 11 月 8 日の善光寺周

辺と城山公園のｳﾝﾁ拾いは 21 名が参
加して、犬のｳﾝﾁ 12 個を拾いました。
12 月 6 日は上野区の皆様もお揃いで
お出かけください。
終了後はﾃｨｰﾙｰﾑ藤屋で談話会です。
ﾏｽﾀｰが活動の趣旨に協賛してくだ

さり、愛犬クラブ員のｺｰﾋｰは半額の
200 円。

-----------------------------------------
上野区愛犬クラブ員が増えて、お知

らせの配布物が多くなりました。
配布は、皆さんにお手伝いをお願い

しましたが、これからもよろしくお願
いします。お知らせは、電話や手紙で
は手間がかかるので、できるだけ、メ
ールを使いたいと思います。

空メール送信は ＊＊＊＊＊＊＊＊@camel.plala.or.jp
◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇ 上野区愛犬くらぶ

長野市権堂町の秋葉神社・秋祭りの「地口」の一つに思わずにんまり。



私たちの手で「我が町 上野区」の
「犬のウンチ」を拾いませんか

長野市では、残念ながら犬の公園への立ち入りが禁止されています。

皆様も、ご存知のように立ち入り禁止になるのも仕方がないほど犬

のウンチが始末されておりません。

どの世界にも少数ですがマナーに反する人が出てきます。

そこで、犬と飼い主が気持ちよく住める地域にするために、犬が嫌わ

れている現状を少しでも改善するために、多数派である良識ある飼い主

でウンチを拾いませんか。ついでにゴミも。

＜住んで良かった上野区＞ を目指して

私たち犬の飼い主が定期的にウンチ拾いをして気持ち良く、仲良く住

める上野区を目指し、また毎日の散歩の時にも、＜ウンチとゴミを見か

けたら拾う＞ 活動をしていきませんか。

お知らせ ウンチ & ゴミ拾い

平成 21 年 12 月 13 日（日）AM 8:00～AM 9:00

集合は 昭和の森公園 駐車場（タキザワ酒店前）

連絡先 中村 孝二 295‐2919

犬を飼っていない人も参加してね ♪♪

♪♪ ウンチ拾いながら話そう・・犬の悩み、躾のしかた、

楽しい情報、地域の情報・・たくさん あるはず ♪♪


