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小布施を駆け巡る

第19回小布施見にマラソン７

　３年ぶりの開催となる小布施見にマラソンは、町民の皆
さんのおかげで、無事に終了することができました。
　ボランティアの皆さんをはじめ、コース上至るところで
の皆さんの応援が全国から集まったランナーに力を与え、
小布施町の人情豊かな「おもてなし」の心がランナーに伝
わりました。

小布施見にマラソンにご協力いただき
ありがとうございました

　コースにかかる近隣のお宅
には、大変なご不便をお掛けし
たことをおわびすると同時に、
お子さんから高齢の方まで大
勢のボランティアの皆さんに支えられ、地域に根差した大
会を共につくり上げることができたことを心より感謝申し
上げます。これからも小布施見にマラソンをよろしくお願
いします。　　　　　小布施見にマラソン実行委員会

●撮影協力　町カメラリポーター 
                            大内繁男さん・小林 進さん

早朝の小布施を駆け抜けるランナーたち
（500ｍ地点　梅松寺付近）

レース終盤、千曲川の堤防。振る舞いのアイスを
食べて元気回復（17.5㎞地点）

フィニッシュ後もボランティアからのおもて
なしを受けるランナー（小布施総合公園）

2大会分の想いを込めて

16カ所でランナーをサポートする給水ボラ
ンティアの皆さん（14.6㎞地点 はよんば）

Hot Line

情報

17

仲間たちと完走を喜ぶランナー（フィニッ
シュ地点）

3年ぶりの大会をスタートするランナーたち（スタート地点）

～夢中で挑んだ夏～～夢中で挑んだ夏～ 　今年の夏も、各種スポーツ大会が開催されま
した。子どもたちはコロナに負けず、それぞれ
の場面で活躍し輝きを放ちました。

夢の舞台を目指して　県大会2連覇　
　　　　　～小布施中学校男子バレーボール部～
　小布施中学校男子バレーボール部は、7月17日と18日に
松本市総合体育館で行われた長野県中学総体で2年連続の
優勝を果たしました。キャプテンの小田切航輝さんは、「『全
中という夢の舞台で頂点を目指す』という目標に向けて、部
員全員が心をひとつに、自分たちで思いを伝え合いながら小
布施中コンビバレーを創ってきました。このメンバーで優勝
できてうれしいです」と喜びを語ってくれました。

（写真は中学校から提供）
チームワークで県大会準優勝！　
　　　　　～小布施中学校女子ソフトテニス部～
　小布施中学校女子ソフトテニス部は、7月9日、10日に
南長野運動公園総合球技場で行われた長野県中学総体（団
体）で準優勝を果たしました。部長の小渕洋子さんは、「北
信越大会出場が決まる準々決勝の試合はファイナルゲーム
まで持ち込み、勝利を決めた瞬間、信じられなくてみんな
で号泣しました。北信越大会は長野市での開催、県代表と
して強い気持ちで臨みたい」と抱負を語ってくれました。

（写真は中学校から提供）

あきらめない気持ちで県大会初の３位入賞！　
　　　　　～小布施中学校男子バドミントン部～
　小布施中学校男子バドミントン部は、7月16日と17日
に塩尻市総合体育館で行われた長野県中学総体（団体）で
創部初の3位入賞を果たしました。キャプテンの酒井音

と わ
羽

さんは「県大会出場が目標でしたがそれを上回る3位入賞
で本当にうれしいです。苦しい時、仲間同士で声を掛け合
えたことが勝因です」と笑顔で語りました。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　（写真は指導者から提供）

２年連続の北信越大会出場！
　　　　　　　～水泳　増田光

み ゆ

優さん～

チームが団結し県大会３連覇
　　　　～スポーツ少年団男子バレーボール部～
　小布施スポーツ少年団男子バレーボール部は、7月26日
に軽井沢町で開催された第42回全日本バレーボール小学
生大会の県大会で３年連続の優勝を決めました。キャプテ
ンの飛沢倖

こ う し
志さんは「いいサーブを打つことや、レシーブ

を粘り強くつなぐバレーができました。全国大会ではミス
を減らし優勝を目指します」とさらなる飛躍を宣言してく
れました。　　　　　　　　　　（写真は指導者から提供）

※ 北信越大会では準優勝し、８月19日から秋田県で
開催される全国大会へ出場します。

　小布施中学校増田光優さん（3年）は、７月16日と17日に
長野運動公園総合運動場（アクアウィング）で開催された長
野県中学総体で背泳ぎ100ｍ４位の好成績で、２年連続の
北信越大会出場を果たしました。　（写真はご家族から提供）

緊張やプレッシャーで困って
いた時、家族や友達の応援で
落ち着いて思いどおりのレー
スができました。
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電気自動車用 普通充電器設置のお知らせ
　小布施町は景観に配慮した電気自動車の充電器の開
発・充電サービスの提供を行う株式会社プラゴと連携
協定を締結し、充電器を町営森の駐車場に設置するこ
ととなりました。

～町民の皆さんへ、今夏の電力不足に伴う節電のお願い～

※新型コロナウイルス感染症対策をはじめ健康面にも配慮しつつ可能な範囲でお願いいたします

　今夏の電力需給は、国内外のエネルギーを巡る情
勢の変化により、非常に厳しい見通しとなっていま
す。（※）
　加えて、長期化が懸念されるエネルギー価格高騰
への対策や2050ゼロカーボン（2050年までに温室
効果ガスの排出量ゼロ）の実現のためにも、これま
で以上の省エネの取り組みが必要です。

  町民の皆さんや事業者の皆さんには、電力需給の
ひっ迫が予想される9月までの間、徹底した省エネ
の取り組みへのご協力をお願いします。
　※安定供給に最低限必要な予備率3％に対し中部
エリアの7月の予備率は3.1％
　（国「2022年度の電力需給に関する総合対策」から）

具体的な取り組み

照明 LED照明への買い替え

エアコン
室温が28℃になるように設定、すだれ
や緑のカーテンなどで日差しを和らげる

冷蔵庫
庫内の温度を「高」から「中」に変更、も
のを詰め込みすぎない

テレビ 画面の輝度を「最大」から「中」へ

その他 使わない機器の電源を切る

■問い合わせ　産業振興課商工振興係
　　　　　　　☎026-214-9104

設置場所 町営森の駐車場　管理棟前
（小布施町大字小布施157番地3）

設置台数 1台

利用開始日
令和4年8月11日（木・祝）

※ ご利用には専用アプリのダウンロード
およびスマートフォンをご利用になれ
る環境が必要です。

利用時間 午前9時から午後4時30分まで

料金
近日中に充電器アプリ上で公開

※ 充電料金に加え、通常の駐車料金500
円が別途かかります。

注意事項

◇充電器が赤色に点灯している場合は
　すでに予約されていますので、駐車
　しないでください。
◇平日は電気自動車専用駐車スペース
　となります。土日祝日は電気自動車
　以外も駐車いただけますが、充電予
　約を行った車が優先となります。

その他

待機電力
温水便座

パソコン

照明

テレビ

冷蔵庫

エアコン
58％

17％

5％

6％

10％

3％
0.6％

0.4％

【資源エネルギー庁推計】

夏の昼間（14時頃）の電気機器の使用例

エアコンの節電が
重要です！

駐 車 場 に 到 着 後、ス マ ー ト
フォンかパソコンのWEB上で
チェックインしてください。

充電器が赤から緑に点灯し、充
電可能な状態になります。お持
ちいただいた充電ケーブルで充
電を開始してください。
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■問い合わせ　総務課環境防災連携推進室
　　　　　　　☎026-214-9209

 | 社会的背景| 観光分野でもサステナブルは当たり前に

　観光分野での「持続可能性」を重要視する声は、国際
社会及び日本国内でもますます大きくなっています。
国連世界観光機関(UNWTO)の監督下で運営されて
いる「持続可能な観光」についての国際認証基準であ
るGSTC（G

グ ロ ー バ ル
lobal S

サ ス テ ナ ブ ル
ustainable T

ツ ー リ ズ ム
ourism C

ク ラ イ テ リ ア
riteria）に

基づき、近年では地域や取得対象に合わせてさまざま
な認証制度がつくられました。日本国内でも既に多く
の自治体、企業が積極的に認証取得を進めています。
小布施町でもGSTC準拠の認証であるGDS（G

グ リ ー ン
reen 

D
デ ス テ ィ ネ ー シ ョ ン ズ

estinations S
ス タ ン ダ ー ド
tandard）に基づく調査を昨年度に実

施し、認証取得の申請を行いました。
　調査の中では、小布施町の観光のサステナビリティ

（持続可能性）について、食べ歩き時に出るゴミの削減
や、来町時の長距離移動に伴う温室効果ガスの排出抑
制、環境に配慮した観光関連製品（ガイドマップなど
の紙からアメニティなどに至るまで）への変換などの
課題が挙げられました。

| 具体的な取り組み| 移動・⾷・滞在をサステナブルに

　観光分野において「サステナブル（持続可能）である」
とは、環境への配慮も当然重要ですが、加えて社会的・
経済的に持続可能な内容であるかも⾮常に重要です。
　環境グランドデザインでは、「サステナブルな観光」
に向けた基本姿勢として3点を定めました。

⼼地よい移動・町巡り体験ができる町

本物の食、本来の食が体験できる町

豊かな暮らしに調和する滞在ができる

食べ歩きで出るゴミの抑制 来町時の移動に伴うCO₂排出削減 紙(チラシ)やアメニティなどは
可能な限り環境に配慮した素材を

・電気自動車の充電器整備
・ その他、環境に優しい移動⼿段に

関わるインフラ・仕組みの整備

・ 省エネおよび再エネ利用、環境に配慮
した資源の利用などによる滞在体験の
実現

・ 長期滞在も視野に入れた体制・インフ
ラづくり　第⼀弾の取り組みとして、町営森の駐車場に電気

自動車充電器を設置します。詳しくは5ページをご
覧ください。

食

滞在移動

02 

03 

公式サイトから会員登録後、駐
車場と予約日を選択し、予約し
ます。駐車場には充電ケーブル
を忘れずにお持ちください。

会員登録と予約

充電方法

右記QRコードから
会員登録できます

〜訪れる⼈も、住む⼈もサステナビリティを感じられる町〜
毎月1分野ずつ小布施町環境グランドデザインの内容を紹介しています。

 | ⽬指す姿 | これからも共感され続ける町に

　小布施町は、主要観光施設の入館者数の合計で年間
約30万⼈、買い物や周遊まで含めると町全体で年間
100万⼈が町外から訪れると⾔われています。その歴
史をたどると、「観光のための観光地整備」ではなく、
町中の修景事業や葛飾北斎、髙井鴻山など文化財の保
存活動など、私たち小布施に暮らす住民が暮らし続け
たいと思える環境を整備し、大切にしてきた結果、多

くの⼈々の共感を⽣み、来訪される町になりました。
環境グランドデザインのもと、「環境先進都市」を⽬指
すにあたり、小布施町に住む⼈だけでなく、訪れた⼈
もサステナビリティ（持続可能性）を感じ、共感し、
暮らしに調和して楽しめるまちづくりを進めていくこ
とが大切です。

01 

サ ス テ ナ ブ ルな 観 光

「環境」、「社会」、「経済」の3つの
観点を両立し、持続可能でより良
い社会を⽬指す考えのこと

サステナブル（持続可能）

・ 農商工が連携し、⽣産者から店舗まで
が⼀体になった新たなブランド・商品
づくり

・ 輸送エネルギーや容器・パッケージな
どの資源を極力使わずに町の果物や野
菜を楽しむ仕組みづくり
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マイナンバーカードの申請はお早めに

　マイナポイント第2弾では、最大2万円相当のポイントを受け取るこ
とができます。対象は、令和4年9月末までにマイナンバーカードを申
請された⼈で、ポイントの付与対象となるキャッシュレス決済サービス
を利用している⼈になります。 　マイナポイントは選択し

たキャッシュレス決済サー
ビスのポイントとして付与
されます。対象となる決済
サービスは右記QRコード
からご確認ください。

■問い合わせ　企画財政課広報情報係
　　　　　　　☎026-214-9102

※１　マイナポイントの申し込み後、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージ
　　　またはお買い物をする必要があります
※２　健康保険証の利用申し込みや公金受取口座の登録を確認後、選択したキャッシュ
　　　レス決済サービスにポイントが付与されます

　ドコモやソフトバンク、auなどの携帯電話販売店
でマイナンバーカードの交付申請ができます。申請に
かかる時間は約10分で、必要に応じてスタッフがご

証明写真用アプリを
ダウンロードし、

顔写真を撮影
必要項⽬を入力

顔写真をアップロード

写真撮影 WEB申請

　マイナンバーカードは公的な本⼈確認書類として
利用できるほか、健康保険証などの各種自治体サー
ビス、e-Taxなどの電子証明書を利用した電子申請な

マイナンバーカードの
新規取得で（※１）
5,000円分

健康保険証としての
利用申し込みで（※２）

7,500円分

公金受取口座の
登録で（※２）
7,500円分

＋ ＋

ど、さまざまなサービスに利用できます。
　マイナンバーカードの取得には申請が必要になりま
す。あなたに合った申請方法を見つけましょう。

今なら手軽に！ケータイショップでマイナンバーカード

説明します。携帯会社の契約有無を問わず、店舗営業
時間内であれば誰でも無料で⼿続き可能です。
　※詳細は各店舗にお問い合わせください

店舗へ行く

QRコード付き申請書
がなくても申請可能

自分のマイナンバー
（個⼈番号）が分かる 交付申請書の再発行が必要です。本⼈確

認書類（運転免許証・パスポートなど）を
持って、住民係窓口にお越しください。

右記QRコードからダウン
ロードした交付申請書にマ
イナンバーと必要項⽬を記
入し、顔写真を貼り付け郵
送してください。

通知カード・個⼈番号
カード交付申請書を

持っている

４つの申請方法からお選びいただけます

【申請書の送付先】
〒219－8732　日本郵便株式会社　川崎東郵便局
郵便私書箱第２号　地方公共団体情報システム機構
個⼈番号カード交付申請書受付センター　宛

■問い合わせ　住民税務課住民係
　　　　　　　☎026-214-9109

郵送 パソコン スマートフォン 証明写真機

はい

はい

いいえ

いいえ

　交付申請から約1カ月後、
ご自宅に交付通知書（はがき）
が届きます。交付通
知書に記載された交
付場所でカードをお
受け取りください。

マイナンバーカード
交付申請完了！

み ほ
 ん

申請書に必要
事項を記入

「パソコン申請」
で検索

申請書のQR
コードを読み
取る

対応機種で申請
書のQRコード
を読み取る

マイナンバーカードを受け取ったら　マイナポイントをもらおう‼

返信用封筒のダウン
ロードもできます

小布施町議会令和4年7月会議

　小布施中学校トイレ改修工事の請負契約について審
議されました。

●議案
　〇工事請負契約の締結　　　　１件（可決）
◎議案の概要
　◇令和４年度（令和３年度繰越）小布施町立小布施
　　中学校トイレ改修工事
　契約の方法　指名競争入札
　契約金額　１億3,750万円
　契約の相手方　北野・池田特定建設工事共同企業体
　工期　議決の日から令和５年３月31日まで

　新型コロナウイルス感染症や物価高騰対応分で交付
される地方創生臨時交付金を活用した小布施町活性化
応援券の発行事業や上下水道料金などの基本料金減免
に係る事業費などの一般会計補正予算と下水道事業特
別会計、水道事業会計などについて審議されました。

●議案
　〇令和4年度補正予算　　　　4件（可決）
◎議案の概要
●補正予算
◇一般会計

［補正額］１億9,582万１千円
［補正後の額］57憶6,788万８千円

■歳出の主なもの
（総務費）
○職場環境調査委託料　606万２千円

（民生費）
○桃源荘屋根修繕工事　453万７千円
○保育園給食材料費（物価高騰分）　42万８千円

（農林水産業費）
○ 農業集落排水事業特別会計繰出金（下水道使用料の

基本料金減免分）　523万３千円
（商工費）
○小布施町みんなで応援券事業　１億500万円

（土木費）
○水道事業会計補助金　3,621万２千円
○ 下水道事業特別会計繰出金（下水道使用料の基本料

金減免分）　2,474万７千円
（教育費）
○小中学校給食費補助金　200万円
○幼稚園給食材料費　27万２千円

◇下水道事業特別会計
◇農業集落排水事業特別会計
◇水道事業会計

審議期間　7月13日第1回会議

審議期間　7月26日第2回会議

　

　　　　

原油・物価高騰に対する生活・経営支援のため

■問い合わせ
　建設水道課上下水道係　☎026-214-9106

上・下水道料金などを減免します
　原油・物価高騰に対する町民の皆さんの生活支援
や町内事業者支援を目的に、新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨時交付金を活用し、上下水道料
金などの基本料金を減免します。

減免対象者　町内全世帯および事業者
減免対象月　令和４年９月～令和５年１月分（9月、
　　11月、１月の各納期分）
減免対象料金　上水道料金、下水道使用料、農業集
　落排水使用料の基本料金および閉栓管理料
※この減免にあたり特別な手続きなどは必要ありま
　せん。減免対象の基本料金を除いた使用料金を納             
　入していただきます。

　

　　　　
　物価高騰により食材料費が高騰し、給食にも影響
が出ています。保護者の負担を増やすことなく、安
定的な給食を提供するため、高騰する食材料費の増
額分を新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金を活用し、町が支援します。

　物価高騰に伴う幼稚園・保育園および学校
　給食食材料費の高騰分を公費負担します

■問い合わせ
　教育委員会子ども支援係　☎026-214-9110

※撮影代がかかります
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名簿届出政党名称 得票数 名簿登録者数

 幸福実現党 　　　　21 　　　　1

 日本維新の会 565 26

 れいわ新選組 183.068 9

 公明党 352 17

 ごぼうの党 17 11

 立憲民主党 1,277.434 20

 国民民主党 135.565 9

 参政党 168.291 5

 日本第⼀党 3 2

 日本共産党 353.708 25

 新党くにもり 5 2

 自由民主党 1,952.931 33

 社会民主党 136 8

 NHK党 100 9

 維新政党・新風 2 1

知お知 せ

有権者数　9,204人
投票者数　5,479人
投票率　　59.53％

比例代表選出議員選挙　投票結果

有効投票数　5,272票
無効投票数　  207票

有権者数　9,204人
投票者数　5,479人
投票率　　59.53％

長野県選出議員選挙　投票結果

有効投票数　5,335票
無効投票数　  144票

参議院議員通常選挙・長野県知事選挙の結果をお知らせします
　7月10日㊐に行われた参議院議員通常選挙の結果をお知らせします。

候補者氏名 党派の名称 得票数

 ⼿塚　大輔 日本維新の会       431

 松山　三四六 自由民主党 1,983

 杉尾　ひでや 立憲民主党 2,610

 サルサ　岩渕 無所属 61

 秋山　よしはる 参政党 154

 日高　ちほ NHK党 96

有権者数　9,140人
投票者数　3,808人
投票率　　41.66％

長野県知事選挙　投票結果

有効投票数　3,770票
無効投票数　　 38票

候補者氏名 得票数

 草間　しげお 　　　60

 金井　忠⼀ 342

 あべ　守⼀ 3,368

　8月7日㊐に行われた長野県知事選挙の結果を
お知らせします。

第 11 回特別弔慰金の申請はお済みですか
　今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等
の尊い犠牲に思いをいたし、改めて弔慰の意を表す
ため、国から戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給
されます。
支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４月１
日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」
や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」
などを受ける人（戦没者等の妻や父母など）がいな
い場合に、次の優先順位のご遺族お一人に支給され
ています。
１　令和2年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等
　　援護法による弔慰金の受給権を取得した人
２　戦没者等の子
３　戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹

　※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているこ
となどの要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。

４　上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族
　　(甥、姪など)
　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計
　　関係を有している人に限ります。
支給内容
　額面25万円、５年償還の記名国債
請求期間
　令和５年３月31日まで
　(請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受ける
　ことができなくなりますので、ご注意ください)
■問い合わせ
　健康福祉課地域福祉係　☎026-214-9108

戦没者等のご遺族の皆さんへ

※小数点以下は按分による得票数
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　昨年10月、テラソでお招きして大好評だったおヤギ
様。今年もまた須坂市の果樹園さんからお借りし、栗ガ丘
小学校の授業としても取り扱っていただきながら、先生
方や子どもたちと一緒にお世話をしています。お世話を
する代わり…と言ってはなんですが、自然に優しい形で
テラソの草刈りもしてくれています。子どもはうれしい、
大人は癒やされる、ヤギはおいしい草がある、で三方良し
の関係性です。
　また夏休み明けからおヤ
ギ様がテラソで働きはじめ
ますので、ぜひ草刈りエー
ルを送りに（？）癒やされに

（？）テラソへどうぞ！
　白い子がメイプル（♀）、
牛模様の子がオレオ（♀）で
す。いずれも子どもたちが
名付けてくれました！

☎ 026-247-2747 　Fax 026-247-4504

9:00 ～ 19:00　平日

9月の休館日▶6日㊋、13日㊋、20日㊋、27日㊋
　　　　　　         22日㊍（蔵書整理日）

　最近釣りにハマりました。海無し県の長野県民だか
らなのかわかりませんが、海に強い憧れがあります。
一面の青い海、潮の風、さざ波の音、癒やされます。
ということで釣りの本を集めてみました。残暑が続き
ますが、体に気を付けながらこの暑さを楽しんでいき
たいですね。

　テーマは「釣り」

『一生幸せになれる料理
147お魚イラストレシピ

大百科』
大垣 友紀惠・著

『イエメンで鮭釣りを』
ポール トーディ・著

9月のおはなし会
日　時 内　容

9月 10日㊏ 10:30 ～ お父さんの読み聞かせ会
9月 16日㊎ 15:30 ～ 低学年のおはなし会
9月 24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 232 冊（一般 138 冊、児童・絵本
94冊）の本を迎えました。ぜひ足をお運び
ください。

ホームページ

おヤギ様が、またテラソでインターンしています

note

新着本紹介

司書のひとつかみ
― テラソおススメの本をご紹介します ―

9月のテラソ百選のテーマは 「パズル」です
　謎解きを中心に集めました。「古事記」に始まり、名
作「星の王子さま」「カラマーゾフの兄弟」や一世を風
靡した「ダ・ヴィンチ・コード」から「鰻

うなぎ

」まで。さまざ
まな謎解きをお楽しみください。

『初心者でも超わかる!防波
堤づりの教科書』

上田 歩・著

9:00 ～ 17:00　土日祝日

開館時間

坂さんファンにもそういった呼称はあるんですか？
　いや…聞いたことないですね…(笑)…イサカスト？なんか違い
ますね(笑)
　違いますね(笑) でも好きな作家がいると新作がいつ出るか
なっていう楽しみが増える感じがいいですね。
　そうですね。やっぱり習慣的に買ってしまうんですけど、社会
人以降は積読になってしまいがちです。最近は電車も乗らないで
すし…。電車に乗るとしても本読まないですし…。
　確かに。今やもうほとんどの人が本ではなく携帯見てますもん
ね。私たちぐらいの世代がギリギリ電車で本を読んでた世代なの
かもしれない…。
　確かに。夜寝る前に友達とメールするくらいで、携帯って娯楽
というより連絡手段でしたもんね。LINEとかタイムリーに返信
ができるようになってから変わってきた気がする…。
　たまには、本をもって電車に乗ってみたいもんですね。飯倉さ
ん、ありがとうございました！

　今回、お話をお聞きしたのは、テラソ
で7月からインターンをしてくれてい
る飯

いいくら
倉彩

あや
さん。飯倉さんの紹介したい1

冊は？
　「人生に影響を与えた…」っていうほど
のものがなくて…。「好きな本」でも良いの
であれば伊坂幸太郎さんシリーズです。最
近読んだこともあって『逆ソクラテス』が
おすすめ。短編がいくつか入っている作品なのでとても読みやす
い！そしてテンポがいい！です。
　伊坂さんシリーズ、人気ですよね。テラソでもたくさん蔵書が
あります。飯倉さんはよく本を読むんですか？
　学生の頃はよく読んでました。通学が電車だったので、必ず1
冊は持ち歩いていました。小学生で伊坂さんの本に出会って（最
初は、『陽気なギャングが地球を回す』だったかな）そこからハ
マって、今でも新作が出ると必ず買っています。
　好きな作家を追いかけていくタイプの方でいらっしゃいました
か！村上春樹好きの方々をハルキストと呼んだりしますよね。伊

聞き手  テラソ館長　志賀アリカ

私をつくった一冊対談

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〜

　経営移譲年金を受給中の人のうち、千曲川堤防強
化工事の用地として河川敷内の農地を国へ売却され
た人は、農業者年金基金への届出が必要となります
ので、当会事務局までお申し出ください。所有権移転
に係る情報は、農業委員会では把握ができていませ
んので、思い当たる場合には、まずはお問い合わせく
ださい。
　なお、これまでにお申し出いただいている人につ
いては再度のお申し出は必要ありません。

■問い合わせ　
　小布施町農業委員会（産業振興課農業振興係内）
　☎026-214-9115

農業者年金への加入をご検討ください！
　老後生活はとても長く、国民年金だけでは老後が
心配です。農業者年金は、独立行政法人農業者年金基
金によって運営されている公的年金です。国民年金
に上乗せする「二階部分」として、農業者年金で老後
への備えをおすすめします。
・ 認定農業者など、一定の要件を満たせば、保険料の

国庫補助があります。
・ 事務経費は国の負担で、加入者による事務手数料負

担は不要です。

〇制度改正でより加入しやすくなりました！
　・35歳未満で一定要件を満たす人は、保険料納
　　付下限額が１万円に引き下げられました
　・受給開始時期の選択肢が広がりました
　・加入可能年齢が65歳に引き上げられました

千曲川堤防強化工事のために農地を
売却された経営移譲年金受給者の方へ

小布施六斎市
　農産物等出店者・ステージ出演者を募集します
　小布施六斎市を10月15日㊏・16日㊐に開催します。
　町の特産品、農産物などの販売やステージ発表など
を予定しています。販売の出店や出演を希望される人
は、９月２日㊎までに産業振興課へお申し込みください。
※ 新型コロナウイルス感染症の状況により中止する

場合があります。

■農産物等出店者を募集します
　町内の農産物・特産品を販売しませんか
〇出店料
・10,000円（テント・電気500W・机２台・イス５脚）
・8,500円（テント・机２台・イス５脚）
・8,000円（テント・電気500Ｗ）
・6,000円（テントのみ）ガスなど別途
※2日間の出店を原則とします。
※机・イス・電気の追加も可能です。
※町外から出店される人の出店経費は実費負担です。

■問い合わせ　
　小布施町産業振興課商工振興係
　☎026-214-9104

■ステージ出演者を募集します
　個人でもグループでも参加できます。日頃の成果
をこの機会に発表してみませんか。
※出演は無料です。なお、謝礼などはありません。
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有
料
広
告

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

救急車の適正利用をお願いします
　救急車や救急医療は限りある社会資源です。適正
な利用を⼼掛け、安⼼して救急医療が受けられる社
会をみんなで⽬指しましょう。
救急車の呼び方
　119番通報すると、司令員が救急車の出動に必要
なことを順番にお伺いします。緊急性が高い場合は
すべてお伺いする前でも救急車が出動します。あわ
てず、ゆっくりと答えてください。
①救急であることを伝える
　119番通報をしたら、まず「救急です」と伝えて
ください。
②救急車に来てほしい住所・場所を伝える
　住所は必ず市町村名から伝えてください。分から
ない時は近くの大きな建物、交差点など⽬印（⽬標
物）になるものを伝えてください。

③具合の悪い⼈の年齢、症状を伝える
　具合の悪い⼈の年齢を伝えてください。分からな
い時は「60代」のようにおおよそで構いません。さ
らに、誰が、どのようにして、どうなったと簡潔に
伝えてください。分かる範囲で意識、呼吸の有無な
どを伝えてください。
④あなた（通報している⼈）の名前と連絡先を伝える
　あなたのお名前と、119番通報後も連絡可能な電話
番号を伝えてください。具合の悪い⼈の症状の確認
や、場所が不明な時などに問い合わせる時があります。
※その他、詳しい状況、持病、かかりつけ病院など
　について伺う場合があります。答えられる　範囲
でお伝えください。

■問い合わせ　須坂市消防署小布施分署
　　　　　　　　☎026-247-5901

須坂市消防署小布施分署からのお知らせ

9月9日は「救急の日」〜 9月4日㊐から10日㊏は「救急医療週間」です〜

秋の全国交通安全運動を実施します

　「信濃路は みんなの笑顔 つなぐ道」をスローガンに、秋
の全国交通安全運動が行われます。
運動実施期間　9月21日㊌～ 30日㊎
運動の重点　○子どもと高齢者の交通事故防止
〇生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底
○自転車の安全利用の促進
○飲酒運転の根絶
　身近な所で事故に遭わないために、日頃通り慣れた
道路でもしっかりと安全を確認し、歩行者を見かけた
ら「思いやり」の心を持って運転しましょう。
　また、住宅の生け垣や畑の樹木の枝が成長して道路に
はみ出ていると、通行の妨げになります。安心・安全な環
境づくりにご協力ください。
■問い合わせ　総務課危機管理係
　　　　　　　　☎026-214-9209

日時　11月19日㊏、26日㊏、27日㊐
　　　8:30 ～ 17:30
　　※3日間すべての受講が必要です。
場所　須坂市消防本部
内容　所属する団体や事業所などで、救命講習を指導
　できる資格です。
定員　6人（先着順）
受講料　無料（別途テキスト代）
申込期間　９月５日㊊～ 10月7日㊎
■申し込み　須坂市消防本部　☎026-245-9100

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受講者
を須高地域在住または事業所に勤務する人としま
す。講習会を中止する場合は須坂市消防本部ホーム
ページでお知らせします。

消防署の応急手当普及員講習会が開催されます

　小布施中学校では昨年度からタブレット端末を活用
した授業づくりを行っています。
　タブレットを活用することで、疑問に思うことや課題
に対してインターネットで検索したり、文書を作成した
り、歌や運動の姿を動画や写真に残したりと、授業の幅
が格段に広がりました。
　また、学級全体の前で発言することが苦手な人でもタ
ブレットの共有機能を通して、自分の考えを発信できる
ようになりました。そのため、より一人ひとりの考えを
大切にした授業づくりにつながっています。
　今後は、自宅学習におけるデジタル教材ドリルや授業
支援ソフトの連携、オンライン授業など、個別最適な学
びの実践を進めていきます。

学校・園だより
小布施中学校POSTPOST

〒〒学学 校校

⼼
の和

⼈権教育
後ろで待っている班の人を「カ
モーン」と言って呼びます。班
の人も来て、ジャンケンをした
友達の周りをいっしょに回りま
す。ジャンケンに負けたらみん
なで走るので、とてもつかれて
大変でした。けれど、自分が負
けた時は、班のみんなが協力し
て笑顔で走ってくれて、いい班だなあと思いました。
これからも、道徳の時間に学習したことを自分の生活に
生かして、仲がいい４年１組でいたいと思います。

（令和3年度人権同和教育の推進に関する入選作文。一部
修正・省略。学年は現在の学年）

　なかよし月間中に心に残っていることがあります。
まず、道徳の学習でやった『ぼくらだってオーケスト
ラ』です。体育は得意だけど音楽は苦手なてつおさん
が、うまくリコーダーがふけなかった時に、なつみさ
んが「楽譜にドレミふってあげようか」と言いました。
それを読んだ時、なつみさんみたいに、音楽が苦手な
友達に、やさしく教えてあげたいと思いました。
  次に、学級レクをしたことです。レクでは、「カムオ
ン」が一番楽しかったです。遠くにいる友達の所まで
走って行き、その友達とジャンケンをします。勝った
ら、自分一人でその友達の周りを回ります。負けたら

「仲がいい4年1組の遊びと学習」

栗ガ丘小学校５年　原 心
み ゆ う

優さん

　「子どもたちから県
大会準優勝という素
晴らしいプレゼント
をもらいました。子
どもたちを心からほ
めたい」と笑顔の飯
塚さん。テニスコー
トでは、「おねがいし
ます」と子どもたち

の声が響き、あいさつや礼儀を大切にしています。飯
塚さんは40歳頃からテニスを始め、継続することで
テニスの楽しさ、努力の大切さを実感。60歳頃から中
学校のテニス部の指導をして約20年。ひたむきに部

活をしている子どもたちに、努力は報われることを伝
えたいと言います。また、テニスコートの草刈りや除
雪など、環境整備も積極的に行っています。顧問の松
村先生に県大会の勝因を聞くと、「飯塚さんの熱心な
指導はもちろん、飯塚さんのつながりで卒業生が教え
に来てくれること。環境のよい町営テニスコートで練
習できること」と話されました。飯塚コーチは、「北信
越大会では、『私はできる』という強い気持ちで戦って
ほしい」と選手にエールを送ります。

いいね

小布施

未来へのメッセージ

「県大会準優勝　小布施中女子ソフトテニス部」　　　テニス部コーチ　飯塚勝清さん



14町報 おぶせ　2022(　　   )-8令和415 町報 おぶせ　2022(　　　)-8令和4

有
料
広
告

　9月、10月生まれの小学生以下の皆さんを募集中 !!
　①名前 (ふりがな )②生年月日③性別④電話番号⑤応募者の名前・自治会
　⑥メッセージ（30字まで）⑦写真を下記宛先まで（データは２ＭＢ以下）
　●応募締切･･･☆9月生まれ8月31日㊌、☆10月生まれ9月30日㊎
　●応募先･･･企画財政課広報情報係
　　　　　 ☎026-214-9102　✉ kikaku@town.obuse.nagano.jp

「おめでとう♡元気
いっぱいで笑顔が似
合 う 織 が 大 好 き だ
よ！これからも楽し
い思い出沢山作って
いこうね！」

にしの・しき

ちゃん

R2.8.23⽣

西野道夫
（松村）より恵里子母

父

西野　織
「いつも笑顔がステ
キだよ。みーちゃん、
と っ て も 大 好 き で
す。」

くりた・みさき

ちゃん

H25.8.22⽣

栗田浩平
（東町）より　佳美母

父

栗田美咲

エンゼルランドセンター　9月の予定
■問い合わせ　エンゼルランドセンター　☎026-247-2137

グループ 自治会名 グループ別企画指定日

A 東町・伊勢町・中央・中扇・福原・栗ガ丘・大島・林
山王島・羽場・中子塚・中条・松の実・クリトピア

6日㊋、12日㊊
14日㊌、28日㊌

B 上町・中町・横町・飯田・北岡・押羽・六川・矢島
清水・松村・雁田・水上・千両

9日㊎、13日㊋
15日㊍、27日㊋

エンゼル
通 信

※左記の日にち以外は、
　平日月曜日～金曜日（祝日除く）
　午前  9:30 ～ 11:30
　午後13:30 ～ 16:30 の間で
　15組ご利用できます。

企　画 グループ 日　時 内　　容 対　象

子育て
セミナー

①9/5㊊

10:00~
11:00

「ヨガで⼼をほぐしながら聞く⼼理学講話」
〜ママとお子さんが笑顔になるために〜
講師：跡部奈美さん 1歳3カ月までの乳児とその保護者

予約制（各日15組、8/26㊎から受付）
参加費：無料、託児有り
持ち物：①9/5㊊のみバスタオル（ヨガ
マットがある⼈は持参）

②9/16㊎
「絵本のお話」
〜赤ちゃんの脳に効果的な絵本の読み聞かせ方〜
講師：清水美奈子さん

③9/30㊎ 「リフレッシュタイム」
〜みんなで楽しくおしゃべりタイム〜

おはなしの日
A 9/6㊋

11:00~ 「ラ・ラさりま」さんによるパネルシアターや
絵本の楽しいおはなしです。

予約制（各日15組、8/26㊎から受付）
参加費：無料、持ち物：なしB 9/9㊎

⼿作りひろば
A 9/12㊊、9/14㊌ 9:30~

11:30 親子で“ぶどう”作りを楽しみましょう。 予約制（各日15組、8/26㊎から受付）
参加費：無料、持ち物：なしB 9/13㊋、9/15㊍

⾔語聴覚士による
子育てミニ講座 9/20㊋ 10:00~

11:00
「泣かせない子育てさようなら」
〜親子のコミュニケーションを豊かにするために
講師：竹中禎子さん

エンゼルランドセンター登録の親子
予約制（各日15組、8/26㊎から受付）
参加費：無料、持ち物：なし

ミニ運動会
A 9/28㊌

10:50~ 親子で気持ちよく身体を動かしましょう。
予約制（各日15組、8/26㊎から受付）
参加費：無料、持ち物：なし
場所：センターの庭（雨天：ホールにて）B 9/27㊋

「来年はいよいよ１年
⽣だね♪なるちゃん
誕⽣日おめでとう！」

せきや・なるみ

ちゃん

H28.8.12⽣

関谷真
（東町）より恵美子母

父

関谷成海
「4 歳 の お 誕 ⽣ 日 お
めでとう☆元気にお
友達とたくさん遊ん
でね♪妹とも仲良く
ね。」

おのざわ・もえ

ちゃん

H30.8.10⽣

小野澤忍
（中扇）より　　恵母

父

小野澤萌恵

8

9月の各種相談
相談内容 期日 時間 相　談　員 場　所　な　ど

⼈権よろず相談 7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 6日㊋
20日㊋ 13:00 〜 15:00 民⽣児童委員 北斎ホール事務室

乳幼児
健康相談 7日㊌ 9:30 〜 11:30

※要予約
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 21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

精神保健相談
思春期⼼の相談 28日㊌ 15:00 〜

※要予約 精神科医師
【問い合わせ・申し込み】

長野保健福祉事務所
☎ 026-225-9039

【会場】須坂市保健センター

JPCOサマーコンサート2022
日時　8月27日㊏　16:00開演
会場　北斎ホール
プログラム　A.ヴィヴァルディ　「四季」より『夏』全
　楽章／ E.コール他　大河ドラマ・メドレー／久石
　譲　NHKドラマ「坂の上の雲」より『Stand   Alone』
　ほか
チケット　前売り2,500円（当日3,000円）

夏の夢物語/金管五重奏
日時　8月28日㊐   16:00開演
会場　北斎ホール
プログラム　J.Sバッハ　小フーガト短調／ S.シャイ
　ト　戦いの組曲／ A.ピアソラ　ブエノスアイレス
　の四季から『春』　ほか
チケット　前売2,500円（当日3,000円）

町内チケット取扱店　
▶おぶせミュージアム・中島千波館　☎026-247-6111
▶ア・ラ・小布施　☎026-247-5050　
▶小布施総合案内所　☎026-214-6300　
▶髙井鴻山記念館　☎026-247-4049　

■問い合わせ
　小布施音楽祭実行委員会　☎026-247-5050

■問い合わせ　各種相談　☎026-247-3111
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暮らしの情報暮らしの情報

問

ひとのうごき
8 月１日現在 （前月比）

⼈10,990合計 （± 0）
女 ⼈5,696 （＋ 2）

世帯3,995世帯

男 ⼈5,294⼈口 （－ 2）

（＋ 1）

納期限は 9月30日 ㊎です

忘れないで忘れないで 9月の納付9月の納付
国民健康保険税　 　3 期

上下水道料　　　　 3 期
後期高齢者医療保険料   3 期
介護保険料　　　　 3 期

厚くお礼申し上げます。寄付のお礼
・ 須高広域シルバー⼈材センター会員
　互助会みつば会 様     　　　　  30,000円
・旧松川自治会
　代表　吉澤保徳 様　　　　　  161,115円
・ 岐阜県羽島市　大橋勝好 様     　12,000円
・ 東京都千代田区　竹内敏 様　  　22,000円

・愛知県名古屋市　岡田光二 様　　42,000円
・大阪府大阪市　　佐々木裕次 様　10,000円
・栃木県栃木市　　田神博 様　　　10,000円
福祉基金へ
・真弓会 様　                        　　16,878円

　

　町内で収穫された栗を使い「栗ご飯」を幼稚園、保
育園、小・中学校の給食で提供するため、栗の皮む
きを手伝ってくださるボランティアを募集します。
　昨年、一昨年は、新型コロナウイルス感染拡大防
止のためボランティアの募集ができず、「栗ご飯」
給食を実施できませんでした。３年ぶりの「栗ご飯」
給食にご協力をお願いします。

栗の皮むきボランティアを募集します
○栗の皮むき
日時　10月4日㊋　13: 00 ～
場所　小布施中学校調理室
持ち物　エプロン、三角巾、手拭き、可能な人は包
　丁や栗むき器
申し込み　9月20日㊋までに電話でお申し込みく
　ださい
■申し込み・問い合わせ　教育委員会子ども支援係
　　　　　　　　　　　　☎026-214-9110

ふるさとを離れても、小布施の
ホットな情報をお届けします！
町外の家族・友⼈に町報おぶ
せを送りませんか？
年額（送料）1,200円（月100円）
申し込みは広報情報係まで
※スマートフォンアプリ「マチイロ」でも無
　料でお読みいただけます。
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Health 情報

みんなの健康ひろば

血圧の正しい測定方法

【測定のポイント】
①座って1 ～ 2分たってから測定 
②薄手のシャツ１枚なら着たままでもOK。
③カフは心臓と同じ高さになるように、クッション
　やタオルなどを腕の下に敷いて調節する。
④週に5日以上測定し、記録をしてかかりつけ医に
　みてもらう。

　家庭で正しく血圧を測ることで、普段の血圧を正確に知るこ
とができます。もし高血圧であってもほとんど症状は出ません
が、そのままにしていると、脳卒中や心筋梗塞になる危険が2
～ 3倍になります。家庭での血圧測定と健康診査の受診で自分
の健康をチェックしましょう。

【血圧計の選び方】
上腕血圧計がおすすめです。

【測定のタイミング】
1日2回（朝・夕）
　朝：起床後1時間以内　　　夕：就寝直前
　・朝⾷前・服薬前 　　　　　・入浴や飲酒の直後は避ける
　・トイレの後
　

健康診査が始まっています。随時お申し込みいた
だけますので、保健センターまでお問い合わせくだ
さい。また、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。
・保健センター　　　☎026-214-9930
・健康福祉課健康係　☎026-214-9107

高血圧の種類について
　高血圧にもタイプがあります。あなたの血圧のタイプはどれですか？

診察室血圧が高い？
（健診や医療機関で測る血圧が、

上の血圧が140以上または下の血圧が90以上）

仮面高血圧または持続性高血圧
【治療が必要です。医師に相談しましょう】　

非高血圧
【健診受診を続けましょう】

白衣高血圧
【非高血圧と比べて、将来の脳心血管病の発症リスクが高いため、

家庭血圧を測定、記録し、毎年必ず健診を受けましょう】

参考：日本高血圧学会　高血圧治療ガイドライン2019

家庭血圧が高い？
（上の血圧が135以上または下の血圧が85以上）

いいえ はい

いいえ はい

　一般的な家庭血圧の降圧目標は、
・75歳以上･･･135未満/85未満
・75歳未満･･･125未満/75未満
となっています。

　高めの血圧【高値血圧】（125～ 135/75～ 85）
でも、脳卒中や心筋梗塞の危険性が高くなることがわ
かっているため、注意が必要です。
※�合併している病気の状態によって血圧の目標値は異
なりますので、かかりつけ医とご相談ください。

seriesseries 101
Obuse
彩発見
Sai

広報員がお気に入りの場所を紹介します

「寄っとくんない 見てくんない」

玄照寺裏の⼀本道です
私のお気に入りは

　毎年４月開催の「境内アート小布施×苗市」に
実行委員として参加しており、会場となる玄照寺
は親しみいっぱいの場所。密かに好きなのが、玄
照寺裏の森を抜ける一本道です。初夏の頃から沿
道の木々が青々と茂り、まるで緑のトンネルをく
ぐるよう。『赤毛のアン』で、馬車に乗ったアンが
希望に胸を膨らませ、森を抜けてグリーンゲイブ
ルズへ向かう場面がまぶたに浮かびます。人通り
も少ないこの道を、深い緑に包まれ歩いていると、
心がスーッと落ち着いて、思わぬアイデアがひら
めくこともあります。

広報員
中島敏子さん （中町）

　奔放に枝葉を伸ばす木々はワイルドな風情をたたえ、
近くの樹木に絡みついて咲き誇る藤の花（右写真）など、
季節ごとに変わる景色もおもしろいです。

真夏に咲く花　ヒルガオ
　ヒルガオは、ヒルガオ科の多年⽣植物です。日本の
各地に昔から⽣息する植物で、この花が日中も咲い
ているのでヒルガオと名付けられています。ヒルガオ
の花は種子ができません。丈夫な地下茎が横にのび
て増えていきます。昭和の時代の⼈はアメフリバナと
も呼んでいました。アサガオもヒルガオ科の植物です
が、種子で増えていきます。実はサツマイモもヒルガ
オ科の植物です。私も⽣涯⼀度だけしか畑⼀面に咲
くサツマイモの花を見たことがありません。
　　　　　　　　　案内⼈：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse vol.125

1_花
か か ん

冠は漏
ろ う と

斗状で、花の中に1本の雌しべと5本の雄しべがあ
るヒルガオの花　2_種子を作らず地下茎で増えていくヒルガオ　
3_珍しいサツマイモの花　（写真1と3は清水さん提供）

1 2

3

※血圧は常に一定ではなく1日の中で変動しています。
　また、何度も続けて測ると測定値が変わることが
　ありますのでご注意ください。

血圧はいくつだったらいい？？
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令和４年9月 イベントカレンダー

日 月 火 水 木 金 土
8/28 29 30 31 9/1 2 3

お
オレンジカフェ・
くりんこ(13:30~
健福)

お
転倒予防教室
(名字あ～さ行)
(13:30~健福）

サタデーリサイク
ル
(9:00~10:30　ツ
ルヤ小布施店駐車
場）

4 5 6 7 8 9 10
お
転倒予防教室
(名字た～わ行)
(13:30~健福）

お
転倒予防教室
(名字あ～さ行)
(13:30~健福）

11 12 13 14 15 16 17

日曜資源回収
（7:00~9:00生駐）

お
ダンスで脳元気教室

（13:30 ～健福）
3歳児健康診査(令
和元年5月~7月生
まれ)
受付
(13:00~13:15健
福)

子育て教室・げん
きっこ塾（2歳）
(令和2年5月~6
月生まれ)
受付
(9:30~9:45健福)

お
転倒予防教室
(名字た～わ行)
(13:30~健福）

18 19 20 21 22 23 24

敬老の日
シルバー人材セン
ター入会説明会

（13:30~桃源荘）
お
すこやかシニア教
室（フレイル予防教
室）（13:30 ～健福）

秋分の日

25 26 27 28 29 30 10/1
お
チャレンジのど自慢
教室

（13:00~健福）

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
お・・・おでこポイント対象事業　　　　・・・乳幼児健診・子育て教室　　町グ・・・町営グラウンド北側駐車場

9/4~9/10
救急医療週間　P13

9/21~9/30
秋の全国交通安全運動　P13

9/1~9/10
屋外広告物適正化旬間　P8

9/21~9/22　結核検診　
各コミュニティセンター、公会堂等

9/15~9/17
剪定枝回収(9:00~17:00　町グ)P16


