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cover　　新型コロナウイルスの感染拡大によって
　　　　延期していた昨年の成人式を１月８日に　
　　　　「成人の集い」として開催しました。
　　　　「成人＋１」の皆さん、おめでとうございます。
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小布施町議会 令和3年12月会議の結果報告 審議期間　12 月 6 日～ 17 日

◇ 下水道事業特別会計
〔補正額〕2,475万円
〔補正後の額〕５億3,629万円
◇ 農業集落排水事業特別会計

〔補正額〕693万6千円
〔補正後の額〕1憶8,917万9千円
◇ 水道事業会計
収益的支出　〔補正額〕33万7千円
　　　　　　〔補正後の額〕2億475万1千円
● 固定資産評価審査委員会委員の選任
　永井一雄さん（押羽）が選任同意されました。

◎ 議案の概要
● 条例の一部改正
◇行政手続等における押印の廃止に伴う関係条例の整
　理に関する条例
◇小布施町国民健康保険条例の一部を改正する条例
◇小布施町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
◇特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部
　を改正する条例
● 補正予算
◇ 一般会計（３件）

〔補正額〕１億1,022万円
〔補正後の額〕64億9,778万円
◇ 国民健康保険特別会計

〔補正額〕5,215万7千円
〔補正後の額〕12億9,723万6千円
◇ 介護保険特別会計

〔補正額〕56万6千円
〔補正後の額〕11億4,644万2千円

●議案
○ 条例の一部改正 4件　　　
○ 令和3年度補正予算 8件　
○ 固定資産評価審査委員会委員の選任１件 

（可決）
（可決）
（同意）

グループ 自治会名 2月　利用できる日にち

A 東町・上町・林・山王島・六川・中子塚・矢島
清水・水上・松の実・千両・クリトピア

1日㊋、3日㊍、7日㊊、9日㊌、14日㊊
16日㊌、18日㊎、22日㊋、25日㊎

B 中町・伊勢町・中央・中扇・横町・福原・栗ガ丘
大島・飯田・北岡・押羽・羽場・中条・松村・雁田

2日㊌、4日㊎、8日㊋、10日㊍、15日㊋
17日㊍、21日㊊、24日㊍、28日㊊

企　画 グループ 日　時 内　　容 対　象

鬼のお面作り
豆まき

A 2月1日㊋ ① 9:45~10:30
②10:45~11:30

鬼のお面を作って、豆まきを楽しみ
ましょう。

・予約制で、各回先着15組（1月26
日から受け付け）B 2月2日㊌

 親子ビクス
A 2月9日㊌

10:00~11:00 講師:湯本真貴子さん
裸足になれる服装でご参加ください。

・6カ月以上のお子さん
・予約制各日先着12組（1月26日か
ら受け付け）B 2月8日㊋

 おはなしの日
A 2月16日㊌

11:00~11:30
「キラキラぱ～く！」さんによる絵本
の読み聞かせを親子で楽しみましょ
う。B 2月24日㊍

 ベビーマッサージ 2月22日㊋ ① 9:45~10:15
②10:30~11:00

講師：小暮徳子さん
バスタオル、ベビーオイルまたは保
湿剤をお持ちください。

・1歳未満のお子さん
・予約制で各回先着6組（1月26日
から受付）

エンゼル通 信
■問い合わせ　エンゼルランドセンター　☎026-247-2137

・リサイクル広場を2月14日㊊から21日㊊までの期間で行います。今回は春物です。エコバッグをご持参いただき、
　必要な分だけお持ちください。

栗ガ丘小学校の6年生が、12月9日㊍と10日㊎に行われた一
般質問を傍聴しました。
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税のお知らせ

申告相談日程表
会場　小布施町役場２階　第１会議室
時間　8:45 ～ 16:30

2月16日㊌ 東町

17日㊍ 上町・中町

18日㊎ 伊勢町・中央

21日㊊ 中扇・横町

22日㊋ 福原・栗ガ丘

24日㊍ 大島

25日㊎ 飯田・林

27日㊐ 日曜相談日

28日㊊ 北岡・山王島

3月1日㊋ 押羽・羽場

2日㊌ 六川・中子塚

3日㊍ 矢島・清水・中条

4日㊎ 松村・水上

7日㊊ 雁田・松の実

8日㊋ 千両・クリトピア

9日㊌

予備日

10日㊍

11日㊎

14日㊊

15日㊋

※指定自治会の期日に都合のつかない人は予備日や日曜
　相談日にも相談できます。

長野税務署からのお知らせ
■問い合わせ　☎026-234-0111

令和

マイナンバーカードを使って自宅からスマホで確定申告を
メリットいっぱい！

〇自宅から24時間いつでも申告できます！
〇画面の案内に沿って入力すれば、自動計算されます！
〇相談はチャットボットや電話でもできます！
〇スマホのカメラで源泉徴収票が自動入力されます！
〇マイナポータル連携で、一部の所得控除等が自動入力
　されます

動画で見る確
定申告

確定申告書作
成コーナー

マイナポータ
ル連携

相談期間 申告の種類

2月1日㊋～ 15日㊋ 還付申告のみ

2月16日㊌～ 3月15日㊋ 全ての申告

※平日のみ（2月20日㊐、27日㊐は開催します）
時間　9:00 ～ 16:00
会場　長野市若里市民文化　
　　　ホール
〇申告会場への入場には当日
　配布または国税庁ＬＩＮＥ
　公式アカウントから事前に
　取得した入場整理券が必要
　です。
〇入場の際に検温を実施して
　います。咳・発熱等の症状のある人は
　入場をお断りさせていただきます。
〇16:00前であっても、相談受付を終了
　する場合があります。
〇２月１日㊋～３月15日㊋は、長野税務署
　庁舎では申告相談を行っておりません。

国税庁LINE公
式アカウント

長野日赤

ＮＨＫ
ビッグハット

信大工学部

県民文化会館

若里市民文化ホール

申告会場

Ｒ19号

Ｒ19号

Ｒ
18

号

Ｒ
１
１
７
号

ＪＲ長野駅

※発熱等、かぜの症状が見られる人は来庁をご遠慮くだ
　さい。
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お知らせ

■問い合わせ　地域包括支援センター　☎026-242-6680

「脳のリフレッシュ教室」交流会を開催します
　町内で実施している「脳のリフレッシュ教室」の
交流会を開催します。今年は、密を避けるため、3回
に分けて開催します。６地区の教室の発表のほか、
講師をお招きし、身体を動かしたり、お腹をかかえ
て笑ったりして脳の活性化を図りたいと計画してい
ます。高槻絹子先生のミニ講話もあります。
　どなたでも参加できます。ぜひ、お仲間やご近所
でお誘い合わせてお出かけください。
会場　千年樹の里　健康福祉センター
※送迎にお困りの人は、1週間前までに地域包括支
　援センターまでご連絡ください。
※新型コロナウイルスの感染状況により中止する場
　合があります。

日時 対象地区 内容

2月17日㊍　
13:30 ～ 15:30

中町・伊勢町・中央・
中扇・林・大島・・東部・
上松川

笑いヨガ（清水順子先生）

2月18日㊎　
9:30 ～ 11:30

東町・上町・横町・
山王島・六川

楽しく認知症予防体操
(小渕浩平先生)

2月18日㊎　
13:30 ～ 15:30

福原・栗ガ丘・飯田・
北部・都住 笑いヨガ（清水順子先生）

介護予防

長野県特定（産業別）最低賃金のお知らせ
　最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、使用者は
その金額以上の賃金を労働者に支払わなければなら
ないとされている制度です。先月、長野県内の特定
の産業で働く労働者に適用される「特定（産業別）最
低賃金」が右記のとおり改訂されました。

対象業種
時間額

（令和２年改定額）
発行年月日

計量器・測定器等製造業 916円（894円） 令和3年12月29日

はん用機械器具等製造業 927円（905円） 〃　12月16日

各種商品小売業 879円（857円） 〃　12月31日

（参考）
長野県地域最低賃金 877円（849円） 〃　  10月1日

■問い合わせ　
　長野労働局労働基準部賃金室　☎026-223-0555
　中野労働基準監督署　☎0269-22-2105

労働環境

「小布施町福祉灯油等購入費助成金」を支給します
　町では、原油価格の高騰に伴う町民生活への影響
を緩和するため、灯油等購入費に対する助成を行いま
す。該当と思われる世帯には申請書を郵送しました。
対象世帯　〇令和3年度町民税（均等割）非課税世
　帯で、令和3年12月１日に小布施町に住所を有
　する世帯
〇生活保護受給世帯
助成額　一世帯あたり　5,000円

生活支援

申請方法　「福祉灯油等購入費助成金申請書」に必
　要事項を記入し、必要資料を添付して同封の返信
　用封筒で返送してください。
締め切り　２月15日㊋

■問い合わせ・申請先　
　　健康福祉課福祉係　☎026-214-9108

須高地域成年後見支援センター開所記念講演会を開催します
日時　2月23日㊌　13:30 ～ 15:30（受付13:00）
会場　須坂市メセナホール大ホール
　　　（入場無料、申込不要）
講演会　「認知症になった波平さん～契約社会と成年
　後見制度」

講師　三重県菰
こものちょう

野町社会福祉協議会法人後見委員会副
　　　委員長　渡辺哲雄さん

■問い合わせ　須高地域成年後見支援センター
　　　　　　　　☎026-214-1027

成年後見制度

区分 貸与月額
　高等学校
　特別支援学校高等部
　中等教育学校後期課程
　専修学校高等課程

国公立 14,000円以内

私立 24,000円以内

　高等専門学校 19,000円以内

　専修学校専門課程
　大 学

国公立 自宅通学　　32,000円以内
自宅外通学　40,000円以内

私立 自宅通学　　40,000円以内
自宅外通学　55,000円以内

電気や電池で動く小型電子機器や家電製品
※家電リサイクル対象品（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など）、
　電気毛布、電気カーペット、こたつやステレオなどの木枠部分は
　回収しません
※電球や電池、バッテリー、灯油などはあらかじめ取り除いてください
※携帯電話やパソコンなどに保存している個人情報は自己責任で削
　除してください（パソコンはできる限り製造メーカーに回収を依
　頼してください）

衣類全般
※洗濯をするなどきれいにしてから出してください
※汚れたり破れたりしたものやぬれているもの、カビや臭いのある
　ものは回収できません
※雨天の場合はぬれないようビニール袋に入れて出してください
※布団、座布団、毛布、マットレス、カーペット、ストッキング、靴下、
　下着などは回収できません

小
型
家
電

古
着

子育て支援
　経済的な理由で就学が困難な学生を対象に、高等学
校、大学などに通うための支援として、育英金の貸し
付けを行っています。
受付期間　３月 4日㊎まで（令和 4 年４月から貸し付
　けを希望する場合。年度途中も随時受け付けます）
提出書類　
○育英金貸付申込書兼誓約書
○育英生推薦調書
○育英生の父および母の市町村民税課税額、生計を別
　にする連帯保証人の町税等納税額を証するもの　　

（町内者は不要）
〇同意書
〇連帯保証人の印鑑登録証明書
〇合格通知書または在学証明書の写し
育英金を利用できる学生の条件　
○小布施町に住所または生活の根拠がある人であること
○勉学の意志があり所定の修学ができる見込みがある
　と認められること
○在学する高等学校等の学校長が推薦した人であること

○貸し付けた育英金の償還が可能であると認められ、
　かつ、確実な保証人を有すること
○独立行政法人日本学生支援機構およびその他の団体
　から別に学資等の貸与を受けていないこと
○父および母の市町村民税額の合計額が20万円以下
　であること

■問い合わせ　教育委員会子ども支援係　
　　　　　　　　☎026-214-9110

生活環境

　２月の日曜回収は、小型家電・古着を回収します。
日時　２月13日㊐　8:00 ～ 11:00
場所　生活支援ハウス駐車場
回収品目等　右の表のとおり
注意事項　資源物や有害ごみは回収しません。古
　紙やびん、ペットボトル、白色発泡トレイの資
　源物は２月18日㊎に各自治会で回収します。
その他　一度回収した物はお返しすることはできま
　せん。事業所から出される物は回収できません。
　　　　　　■問い合わせ　健康福祉課住民係
　　　　　　　　　　　　　　☎026-214-9109

育英金をご利用ください

小型家電・古着を回収します

高齢者のスマホ教室を開催します
　「スマートフォンは電話以外にどんな機能がある
のか知りたい」、「もっと活用してみたい」と思って
いる高齢者の皆さんを対象に講座を開催します。
日時　２月24日㊍　10:00 ～ 11:30
場所　公民館第１学習室
内容　スマートフォンでできること
講師　NTTドコモ須坂支店長　

対象者　現在スマートフォンを所有している人で、
　通話やメールの利用ができる人
持ち物　お使いのスマートフォン
定員　10人（先着順）
申し込み　電話で申し込みしてください
■申し込み・問い合わせ　　
　公民館（教育委員会生涯学習係内）
　　☎026-242-9111

生涯学習
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自分の生き方や進路に悩むことが多かったわけです。そんな
時、ふとこの本を手に取ってね。短文というか散文というか、
別に物語ではないんですよ。ただ、亀井さんの心の声や気付き
みたいなものが徒

つれづれ

然なるままに書かれているような、日記のよ
うな本なんだけど、非常に心に響くフレーズが多くてね。私に
とっては暗闇の中にさしてきた一筋の光のように感じたの。そ
れが印象深かった理由だね。
　暗闇にさしてきた光…。
　今はこういう状態だけれど、このままでは終わらないとい
うかね。いつも何かと巡りあっていて常は変わり続けるという
か。今パッと思い出せないけれど、その当時ノートに気に入っ
た言葉を書き留めていったりして…まあそういう時代でした
よ（笑）
　なんだかそう聞くと、思想の花びらって本当に粋なタイトル
ですね。亀井さんの思想が花びらみたいにハラハラこぼれ落
ちてくる感じというか。めくられていくというか。
　そうだね。私は奇怪な小説、それこそ夢野久作の『ドグラマ
グラ』とかも好きではあるんだけど、1冊って言われるとやっ
ぱりこれだね。
　早速amazonでポチりました！私も読んでみます。小山さん
の素敵な一冊を教えて頂き、ありがとうございました。

　

　読書月間の本企画。合計 41 冊
もの「お気に入り」を教えてい
ただき、テラソスタッフも楽し
く見させていただきました。厳
正なる抽選の結果、5 人にテラ
ソからの景品をお渡ししまし

た。今後も参加型企画を行っていきますので、どうぞ奮っ
てご参加くださいね！

☎ 026-247-2747 　Fax 026-247-4504

開館時間　9:00 ～ 19:00
2月の休館日▶1日㊋、8日㊋、15日㊋、22日㊋

　　　　　　            24日㊍（蔵書整理日）

『中谷宇吉郎
　雪と氷の探求者』

清水洋美・文

　“偶然に思いがけない幸運を発見する能力”
　科学の世界でしばしば使われる言葉ですが、セレンディピティは日
常生活でも発揮することができるかもしれません。まずは普段と少し
違う行動をとってみたり、固定観念を捨てることを意識してみては？

　「セレンディピティ」テーマは

『思考の整理学』
外山滋比古・著

『ピカソの絵本　あっ
ちむいてホイッ！』
結城昌子・構成 文

　『神話を忘れた民族は滅びる！』と声を上
げるほどではありませんが、国生みや神生
みの話を説明できますか？天孫降臨の場所
は？神々の家系図を知っていますか？
　ハリーポッターがあれほどまでに大ヒットし続けたのは、イギ
リスには神話がないからだ！なんて聞くと読みたくなりません
か？世界の神話や関係本を集めました。

2月のテラソ百選のテーマは        
　「神話」です2月のおはなし会

日　時 内　容

2月 12日㊏ 10:30 ～ お父さんの読み聞かせ会
2月 18日㊎ 15:30 ～ 低学年のおはなし会
2月 26日㊏ 10:30 ～ おはなし会

※新型コロナウイルス感染防止のため中止になる場合があります。

新たに 143 冊（一般
92 冊、児 童・ 絵 本
51 冊）の本を迎えま

した。ぜひ足をお運びください。

まちとしょまちとしょ
テラソテラソinformationinformation

ホームページ

「うちの子のお気に入り」へのご参加、
ありがとうございました！

note

新着本紹介

聞き手  テラソ館長　志賀アリカ

私をつくった一冊対談

　本日お話を聞きしたのは、穀平味噌の小
山さん。まちじゅう図書館の館長でもある
読書家な小山さんにとっての印象深い1冊
とは？

　私にとっては、学生時代に読んだ亀井勝一郎著の『思想の花
びら』ですね。
　読んだことないです…ちょっと調べてみたんですが、もう絶
版でなかなか手に入りにくい貴重な本みたいですね。読書家
の小山さんのオススメ…相当気になります。
　だいぶ古い本だからね。読書家とはいっても、忙しかったり
目が疲れてきたりでもう大分読むのが大変になってきちゃっ
てね（笑）一番読んだのは、10代20代の青春時代かな。あの時
は本当に片端から読んでいたけれど、その中でもこの『思想の
花びら』はとても印象深かったですよ。　
　数多の本のなかでどう印象深かったのか、もう少し聞いても
いいですか？
　時代も影響しているんだけれどね、私の学生時代はこれま
で盛んだった学生運動が下火になってきた頃なんです。それ
こそ安保闘争とか全共闘とか、そういう命を燃やしている若者
たちが落ち着いてきて、私はそんな先人たちの背中も見ながら

司書のひとつかみ
― テラソおススメの本をご紹介します ―

有
料
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コミュニティ・スクール通信 vol.10

メディアと上手に付き合い、生活リズムを整えよう！
　元気な脳を育て、生活リズムを整えるための「早寝
早起き朝ごはん」は、中学生にも大事なことです。元
気に一日を過ごすには、中学生では８時間以上の睡眠
が必要です。
　しかし、令和３年秋に町内の幼児、児童、生徒を対
象に行った生活実態調査では、睡眠時間は中学１年生
が平均して８時間以上とれているのに対し、中学３年
生になると、平均７時間30分しかとれていません。
　令和３年６月に小布施中学校で実施した、家庭での
メディア利用実態調査では、平日に学習以外でパソコ
ン・スマートフォン・ゲームなど電子メディアを使っ
た平均時間が２時間以上の生徒が２割以上いる実態が
分かりました。
　学年が上がるにつれて夜遅くまで、長い場合では日
にちをまたいでの電子メディアを利用する生徒が増え
ているなど、全国の中学生と大きく変わらない状況と
なっていました。
　このことから、家庭におけるメディア利用時間の長
さや、メディアとの付き合い方が睡眠時間の短縮の原
因になっていることが見えてきました。

　そのため、眠い、あ
くびが出るなど朝の疲
労症状を訴える生徒の
割合が 50％を超えて
いる学年もあり、生活
リズムが乱れ、良質な
睡眠がとれていない生
徒が一定数いることが
推測されます。
　「中学生は部活に勉
強に忙しくて８時間以
上の睡眠は難しいよ」
という声や「塾や習い
事の時間があるのでな
かなか生活を変えられない」というご意見もあります
が、まだまだ生活リズムを整えるために見直せる部分
があるのではないでしょうか。幼児や児童と同様に、
日中、活発に脳と身体を動かすには良質な睡眠が不可
欠です。メディアとの上手な関わり方が、中学生の８
時間以上の睡眠を可能とするカギとなります。

　コミュニティ・スクー
ル運営委員会では、充実し
た中学校生活を送れるよ
う、生活リズムを整える
取組みを今後行っていき
ます。「中学生なんだから
自分の生活の配分は自分
たちで決めればよい」とい
う声もあります。中学生
とも学習や意見交換の場
を設け、学校、地域、家庭、
行政が一体となり、子ども
たちの健やかな育ちを支
えていく取り組みを行っ
ていきます。
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農業委員会だより ～小布施の大地に一番近い農家の皆さんへ～

　農業委員会とJAでは、農地の荒廃を防ぎ、担い手の
農家による有効利用を促進するため、売買・貸借等を
希望する小布施町、須坂市、高山村の農地情報を提供
しています。「売りたい」「貸したい」農地と「買いたい」

「借りたい」農家さんを登録し、紹介して結び付けて
いますので、お気軽に農業委員会事務局や地区の農業
委員、農地利用最適化推進委員にお問い合わせくださ
い。随時登録を受け付けています。

農地バンクをご利用ください 　いったん荒廃してしまうと、買い手・借り手が見つかり
にくくなります。また、春になると作付けに間に合わない
ため担い手農家さんへの紹介が困難になります。「売りた
い」「貸したい」農地がある人は、良好な肥培管理ができ
ているうちに、お早めに相談されることをお勧めします。
■問い合わせ　　
　農業委員会事務局（産業振興課農業振興係内）
　　☎026-214-9104
　ＪＡながの（須高営農センター）
　　☎026-245-0153

心
の和

人権教育 　令和3年度人権同和教育推進に関するポスターの
部で入賞した作品を紹介します。

人権同和教育の推進に関する
ポスター入選作品

小布施中学校１年3組
　人権委員会
　　岩岡真央さん
　　勝山杏珠さん
　　小林珀心さん

栗ガ丘小学校６年　
原山心羽さん

栗ガ丘小学校６年
関口青依さん

栗ガ丘小学校６年
山上咲空さん

小布施中学校１年１組
　人権委員会
　　市村郁人さん
　　金澤奈穂さん
　　古川伊茉里さん

小布施中学校2年1組
　人権委員会
　　小林優真さん
　　中條佳純さん
　　山本啓太さん

小布施中学校3年3組
　人権委員会
　　齋藤優人さん
　　鈴木六花さん
　　山口隆徳さん

　３年生は、小布施ワイナリー工場へ社会見学に行ってきまし
た。見学では、ワイン作りに使う機械やタンク、お店や地下室、
発酵させる部屋、ワイン用のブドウ畑や倉庫など、様々な場所
に案内していただきました。ブドウをしぼった汁に酵母を混
ぜて発酵させている部屋では、ワインの強い香りをたっぷり
と味わうことができました。その後、ワイン用のブドウ畑で実
際にブドウの実をいただきました。甘くないとよいワインに
ならないそうで、巨峰よりも糖度の高い種類を育てているそ
うです。質問の時間では、「宣伝に労力をかけるよりもおいし
いブドウやワインを作ることに尽力している」、「おいしいブド
ウやワインを作る方法に、未だに答えはありません。日々勉強
あるのみです」という答えに職人としての思いを感じました。

学校・園だより
社会見学に行ってきました　栗ガ丘小学校 3 年生POSTPOST

〒〒学学 校校
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庭の存在がライフスタイルを変える
庭木の手入れ・栗・果樹・高木の伐栽までお任
せください。その他何でもご相談ください！

庭園工事　茶庭・一般住宅庭園・修景工
　　　　　設計・施工・管理
エクステリア工事　門塀・フェンス・カーポート
石工事　灯籠・石積み・墓石・記念碑
その他　消毒・各種門松・雪吊り・屋上緑化等

消毒・手入れ・工事等緊急の
場合も対応します

一級造園技能士・庭園アドバイザー

TEL：247-2
に わ は な

887 
FAX：247-5633
E-mail：obuse@niwahana.net

株 式 会 社

問い合わせ　各種相談　☎026-247-31112月の各種相談
相談内容 期日 時間 相　談　員 場　所　等

人権相談 2日㊌ 12:30 ～ 14:30
※電話、匿名でも可 人権擁護委員 北斎ホール相談室

☎内線545

心配ごと相談 1日㊋、15日㊋ 13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール事務室

行政相談 18日㊎ 9:30 ～ 11:30 行政相談委員 北斎ホール相談室
☎内線545

あったか
介護談話室 21日㊊ 13:30 ～ 15:30 介護支援専門員 健康福祉センター

乳幼児
健康相談 2日㊌ 9:30 ～ 11:30 保健師・栄養士

臨床心理士 健康福祉センター

住まいづくり相談 16日㊌ 14:00 ～ 16:00
※要予約 住まいづくり相談員 公民館2階音楽室

結婚相談 毎週㊋、㊍
※祝日を除く

13:00 ～ 17:00
※要予約 結婚専門相談員 小布施町社会福祉協議会

☎026-242-6665

心のサポート相談 毎週㊎
※祝日を除く

13:30 ～ 15:00
上記時間にお電話で面接時間を

ご予約ください。

臨床心理士・
精神保健福祉士

おぶせフラワーセンター
2階相談室

☎026-214-6651

法律相談 17日㊍ 14:00 ～ 16:00
※要予約

弁護士
司法書士

北斎ホール相談室/講習室
健康福祉課福祉係
☎026-214-9108

精神保健相談
思春期心の相談 17日㊍ 15:30 ～

※要予約 精神科医師 須坂市保健センター
☎026-225-9039

おぶせっこ
大集合!!

月 生 ま れ
1

「明るく楽しく笑う
元気で優しいかなた
トトとママは、大好
きだよ」

たかはし・かなた

くん

H26.1.30生

髙橋寛　
（羽場）より舞子母

父

髙橋伽那汰
「6歳おめでとう！
笑顔いっぱい、のび
のび成長していって
ね！」

こばやし・あゆむ

くん

H28.1.27生

小林和之
（福原）より美紀

小林歩夢
６歳おめでとう！い
つまでも優しく、元
気なはなちゃんでい
てね！」

しまだ・はな

ちゃん

H28.1.22生

島田和正
（飯田）より保子母

父

島田華愛

父

母

「ふるさと小布施」を発行しました
　小学校３年生から６年生の副読本として活用されている「ふ
るさと小布施」（一部改訂版）を発行しました。町の歴史や文化、
産業など様々な情報がまとめられています。希望する人には無
料で差し上げますので、教育委員会までお越しください。
■問い合わせ　教育委員会生涯学習係　☎026-214-9111

トピックス

令和4年２月 イベントカレンダー
健福・・・千年樹の里/健康福祉センター　生駐・・・生活支援ハウス駐車場

日 月 火 水 木 金 土

1/30 1/31 1
◇転倒予防教室

（13：30 ～健福）

2 3
◇オレンジカ
フェ・くりんこ

（13：30 ～健福）
◇運転免許特定
任意講習会（18：
30 ～ 須 坂 警 察
署）

4
◇転倒予防教室

（13：30 ～健福）

5
◇栗の剪定講習会

（10：00 ～町営
テニスコート東
側畑）P20

6 7 8
◇ダンスで脳元
気教室（13:30
～健福）

9
◇ウオーキング
健康教室（13：
30 ～健福）

10 11 12

13
◇小型家電・古
着回収（8：00
～生駐）P12

14 15
◇転倒予防教室

（13：30 ～健福）

16
◇ 須 高 広 域 シ
ルバー人材セン
ター入会説明会

（13: 30 ～桃源
荘）

17
◇脳のリフレッ
シュ教室交流会

（13：30 ～健福）
P13

18
◇脳のリフレッ
シュ教室交流会

（9：30 ～、13：
30 ～健福）P13

19

20 21 22 23 24
◇ 高 齢 者 の ス
マホ教室（10：
00 ～第 1 学習
室）P12

25
◇ 転 倒 予 防 教
室（13：30 ～
健福）

26

27 28
◇ チ ャ レ ン ジ
の ど 自 慢 教 室

（13：00 ～ 健
福）

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5
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健診結果や体調のこと、食事など健康に
ついて気になることはありませんか。保
健師と栄養士に何でもご相談ください。

■健康福祉課健康係　☎026-214-9107

Health 情報

みんなの健康ひろば

vol.
おぶせ自然暦
four seasons in obuse 　　118

　風しんの流行と先天性風しん症候群を防ぐため
に「抗体検査」「予防接種」を実施しています。
　風しんは、発疹、発熱、首や耳の後ろのリンパ
節の腫れが特徴の感染症です。大人がかかると症
状が重くなることがあります。特に、妊娠初期の
妊婦さんが風しんに感染すると、生まれてくる赤
ちゃんの目、耳、心臓に障害を引き起こすことが
あります。(先天性風しん症候群)

風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう

子どもの健診
乳幼児の健康をチェックする健診を毎月
行っています。子育ての相談もお受けして
いますので、ぜひご利用ください。

会場はいずれも健康福祉センターです。
健　診 日　時 対　象

10・11カ月児健康診査 2月16日㊌ 受付  13:00 ～13:15 令和3年  3月～   4月生まれ

3・4カ月児健康診査 2月22日㊋ 受付  13:00 ～13:15 令和3年10 月～11月生まれ

子育て教室・こっこ塾
（6・7カ月児） 2月24日㊍ 受付   9:30 ～  9:45 令和3年  7月～   8月生まれ

第 1 期　対象　1歳～ 2歳未満のお子さん　
　接種期間　1歳の誕生日前日～ 2歳の誕生日の
　　　　　　前日まで
第 2 期　対象　年長児のお子さん(平成27年4月
　2日～平成28年3月31日生まれ)
　接種期間　令和4年3月31日まで
※対象の年齢を過ぎると任意接種(有
　料)になります。

麻しん風しん混合(MR)ワクチン予防接種
を受けましょう

両親学級を開催します
　妊婦さんとその家族を対象に、体験を
通じて出産や子育てについて学びます。
　参加を希望する人は、健康福祉課健康
係までお申し込みください。
開催日　2月7日㊊
時間　9:00 ～
内容　妊娠中の過ごし
　方、妊娠中の食事、
　歯の健康づくり、妊
　婦体験・沐浴体験　
　ほか
会場　保健センター

子育て世帯の家賃を補助します
　平成4年４月２日以降に生まれた29歳以下で
子育てをしている人の経済的負担の軽減と少子化
対策の強化を目的に家賃の一部を補助します。
対象者 ( 次の要件を満たす保護者 )
○18歳以下の子どもを養育している人、または  
　出産前で母子健康手帳の交付を受けた人がいる
　世帯に属する人
○29歳以下の人（申請者）
○本人または配偶者が賃貸借契約を結び、住宅　
　（アパート等含む）を借り受けている人
〇居住地域の自治会に加入している人
※小布施町移住促進補助金を受けている人は対象
　外となります
補助金内容　令和3年4月から令和4年３月までの

　間に借りている住宅の家賃の補助として、月額１万
　円分を年度末にまとめて支給します（最長６年）
※月の途中から入居している場合は、その入居した
　月の翌月分から対象となります
※母子健康手帳の交付を受けた場合は、その手帳
　の交付月から対象となります
申請期間　３月1日㊋から18日㊎まで
申請方法　申請書を役場企画財政課へ提出してく
　ださい。申請書は、エンゼルランドセンター、町の
　各保育園・幼稚園、まちとしょテラソ、役場企画
　財政課に設置してあります。また、町ホームペー
　ジからもダウンロードできます。
その他　補助を受けるには毎年申請が必要です
■問い合わせ・申請先　　企画財政課企画交流係
　　　　　　　　　　　　　☎026-214-9102

おぶせミュージアム・中島千波館　information
　おぶせミュージア
ム・中島千波館は、人
と地域と共存する町の
文化の拠点として、平
成4（1992）年に開館
し、今年の秋には開館
30周年を迎えます。
　名誉町民の中島千波
さんと、妻であり学芸

員資格を取得され当館の学芸顧問を務められている
中島美

よ し こ
子さんは、まさしく二人三脚で「小布施町の

ために何ができるか」ということだけを考え、美術館
の建設前から今日に至るまで、美術館の運営や町民

作家と地域の人々がつくりあげてきた美術館

の皆さんとの交流にご尽力いただきました。
　千数百点におよぶ作品を寄贈されたほか、現在も
町の発展のために様々なご支援をいただいています。

　第2展示室には現在、桜屏風5点が展示されていま
す。「信州の寒い冬から春先にかけて多くの皆さんに
鑑賞いただき、人々
の心を癒したい…」
と美子さんの思いか
ら展示しました。

（４月19日㊋までご
覧いただけます） 樹齢淡墨櫻

　これまで風しんの予防接種の機会がなく、
免疫を持っていない可能性の高い昭和37年
4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性
を対象に、無料で「抗体検査」「予防接種」を
受けられるクーポンを配布しています。
対象　昭和37年4月2日～昭和54年4月1
　日生まれの男性
受診場所　①各医療機関（実施していない医
　療機関もありますので直接お問い合わせく
　ださい）
②健康診査と同時実施（勤務先、受診医療機
　関にお問い合わせください）
検査方法　抗体検査は血液を採取して検査し
　ます。検査の結果、予防接種の対象と判定さ
　れた場合に予防接種を受けます。
持ち物　町から配布されたクーポン券、住所
　確認できるもの(健康保険証等)
期間　令和4年3月31日㊍まで

作家のよき理解者・美術館アドバイザーとしての
中島美子さん

岩に張り付くシダ植物　ノキシノブ
　雁田山の登山路を、スベリ山の所から登って行く
と、一の岩の横を通ります。この岩に細長い葉の植物
が生えている姿を見ることができます。これが、シダ
植物でウラボシ科シノブ属の「ノキシノブ」です。葉
の裏側に胞子嚢

のう
が並んで付いていて、そこから出る

胞子で増えていきます。かつては、麦わら葺きの屋根
に生えているのを見ることもありました。この他、古
い木の幹、石垣、土手などにも生育することがありま
す。ノキシノブは、「軒忍」と書き、名前の由来は「土
が無い軒先に忍んで生えている」です。
　　　　　　　　　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

1_岩の上のノキシノブ　2_葉の裏側　3_胞子嚢　（写真
1と2は清水さん提供）

1 2

3
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　文化庁の助成を受け、12月22日㊌に劇団わらび
座のミュージカル「北斎マンガ」を北斎ホールで上演
しました。絵を描くことに全てをささげた葛飾北斎
の生涯を、妻おこと、娘お栄との家族愛や南総里見
八犬伝の作者、曲亭馬琴との友情を通して描き、ホー
ルは歌と笑いと涙に包まれました。北斎を演じた鈴
木裕

ひ ろ き
樹さんは舞台後のあいさつで「今年最後の公演

が北斎ゆかりの地、小布施でできたことをうれしく
思います。この劇は好評をいただき、3年間の公演延
長が決まりました。3年後の最終回は小布施に戻っ
てきます」と150人の観客との再会を誓いました。

愛と友情でつづる北斎の生涯

情

報ラ
イナー

情

報ラ
イナー

お届けします
まちの話題を

　一般社団法人小布施まちイノベーションＨＵＢが、中
学生・高校生を対象とした教育支援事業「まちキャン！」
を11月3日㊌から12月19日㊐まで8回シリーズで開
催しました。中高生が学校以外の場所でさまざまな人
と関わりながら自分の個性ややりたいことに気づいて
もらおうと企画したもので、町内からは8人の中高生
が参加しました。小布施中学校3年の畔上陽

は る き
希さんは

「いろんな大人と話をしたいと思い参加しました。自分
の質問に、中学生向けに言葉を選ぶことなく正直に答
えてくれたことがうれしかった。『夢をかなえるには行
動に移す勢いも大切』という言葉にグッときました」と
２カ月間を振り返り、夢への一歩を踏み出しました。

「まちキャン！」で夢への一歩を

高校生がフットサルで全国大会へ
　フットサルクラブ「長野ボアルースＵ18」に所属
する高校生の山本侑さん、田幸武流さん、岩井聡哉さ
んの3人が、１月８日～９日に千曲市で開催された全
国大会「Ｕ18フットサルリーグチャンピオンズカッ
プ」に初出場しました。全国への切符を賭けた試合に

「相手は強敵だったけど勝つことだけを考えた」（山
本）、「プレッシャーもあったけど仲間を信じて戦っ
た」（田幸）、「初の全国に向かってチームが一つにな
れた」（岩井）とクラブ創設３年目での快挙を振り返
りました。大会では初戦敗退となりましたが、岩井さ
んは「次は全国での１勝が目標。そのためにトレーニ
ングを頑張りたい」とさらなる飛躍を誓いました。 　  田幸武

た け る
流さん（六川）  山本侑

ゆう
さん（上町）  岩井聡

そ う や
哉さん（東町）


