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中島千波さん

1945（昭和20）年、小布施生まれ。
1971(昭和46)年、東京藝術大学
大学院修了。1979（昭和 54）年、
山 種 美 術 館 賞 展 優 秀 賞 を 受 賞。
2000（平成12）年、東京藝術大学
美術学部デザイン科教授に就任。
小布施町名誉町民。東京藝術大学名誉教授。日本美術家連盟
常任理事。

中島美子さん

1946（昭和 21）年、京 都 生まれ。
1973（昭和48）年、当時28歳の中
島千波さんと結婚。おぶせミュージ
アム・中島千波館の開館を機に、大
学に通い学芸員資格を取得。現在、
おぶせミュージアム・中島千波館学
芸顧問として展示指導や図録作成のほか、美術館の総合アド
バイザーも務める。
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開館30年のあゆみ
1992年 平成4年 10月22日、おぶせミュージアム・花咲くぶらり美術館・中島千波館開館。

開館特別展として「中島千波・清之父子展」開催。①
千波画伯、名誉館長に就任。

1993年 平成5年 「中島千波桜花展」開催。

企画展「次代への表現展」シリーズが始まる。2001（平成13）年まで毎年開催。
1994年 平成6年 小布施中学校鳳凰アリーナ緞

どんちょう
帳「北信秋果豊穣」が完成。②　原画はおぶせ

ミュージアム・中島千波館に収蔵。

1995年 平成7年 企画展「郷土の作家」シリーズが始まる。県内のアーティストを紹介する人
気の企画でこれまでに22回開催している。

1997年 平成9年 この年63歳で亡くなられた長野市出身の画家池田満寿夫氏を追悼して、

「追悼池田満寿夫　平成の大
おおのぼり

幟展」を開催。
1998年 平成10年 第三回国際北斎会議in小布施を記念し、北斎館・髙井鴻山記念館と共同で

「北斎特別展」を開催。
2002年 平成14年 開館10周年。「絵師・中島千波の世界展」開催。

小布施町出身の金属造形作家、春山文典氏の「樹があり風があり展」を開催。③
2004年 平成16年 町制50周年と、東京都江東区にある成田山東京別院深川不動堂の内仏殿

宝蔵大日堂格天井図「大日如来蓮池図」の完成を記念して、企画展
「想ー願ー祈ー　中島千波・天井画を描く展」を開催。

2005年 平成17年 千波画伯の還暦記念展「華麗なる屏風絵の世界展」を開催。
2006年 平成18年 東京藝術大学デザイン科中島千波研究室の学生を中心とした大作を発表す

る展覧会として、「作家の卵展」を開催。翌年から「ShinPA展」と名前を変更。
千波画伯、3人目の小布施町名誉町民になる。④

2007年 平成19年 開館15周年。入館者数100万人を突破。
「中島千波・新コレクション展Ⅰ・Ⅱ 画家の軌跡と未来」を開催。

2011年 平成23年 屋台蔵に収蔵している伊勢町・中町・横町・福原・六川の祭屋台が町宝に
　 指定される。
2012年 平成24年 開館20周年。横浜美術館所蔵による「中島千波・清之親子展」を開催。⑤

JR九州の鉄道デザイン等で活躍する水戸岡鋭治氏の「水戸岡鋭治展」を開催。
横浜美術大学学長（当時）の春山文典氏の「金属造形のカタチ春山文典展」を開催。

2014年 平成26年 町制60周年。「おもちゃ・野菜果物と花鳥画の競演中島千波展」を開催。
小布施町立図書館創設90周年、まちとしょテラソ開館5周年を記念し、テ
ラソを設計した建築家古谷誠章氏の「NASCAが発想する建築展」を開催。

2017年 平成29年 開館25周年。「中島千波展〝美術館がやってきた！″」を開催。
平成28年に日本芸術院賞を受賞した春山文典氏の記念展

「宙・大地　風わたる－金属造形による」を開催。
2019年 令和元年 春山文典氏、日本芸術院会員になる。
2022年 令和4年 開館30周年。「中島千波の世界展 ～千波の 昔

これまで
 と 今

これから
～」を開催。 

桜屏風、大下図等デッサン、挿絵・おもちゃシリーズ、古美術研究旅行デッサン、
社会・人物シリーズ等を展示。

①中島千波・清之父子展

②鳳凰アリーナ緞帳「北信秋果豊穣」

③樹があり 風があり展

④千波画伯 小布施町名誉町民に

⑤開館20周年記念ギャラリートーク

　おぶせチャンネルでは、町報おぶせ10月号特集記
事連動企画として、以下のとおり放送します。
放送日　10月24日㊊~10月30日㊐
時　間　　①9:00②13:00③17:00④21:00
　　　　　⑤23:30※㊏㊐は④なし。
すこうチャンネル121ch
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まちの家計簿令和3年度決算

一般会計一般会計

　歳入は、前年度に比べ地方交付税が2億
8,075万 円(15.5％ )、寄 付 金 が 6,520万 円
(9.5％ )、繰入金が2,236万円(6.3％ )、町債が
1億860万円(35.2％ )増加したのに対して、
国庫支出金が19億205万円(67.4％ )、県支出
金が4,393万円(16.7％ )減少し、全体では14
億622万円(16.0％ )減の73億6,098万円と
なりました。　
　歳出は、前年度に比べ衛生費や土木費が増と
なりましたが、災害復旧費や農林水産業費が減
となり、全体では15億5,017万円(19.3％ )減
の64億8,340万円となりました。
　令和4年度への繰越事業に充てる財源1億
7,247万円を除いた実質的な収支額（余剰金）
は7億512万円となりました。
※カッコ内「%」は前年度比

特別会計特別会計
　基金は、財政調整基金1億4,400万円、小布施ふるさと
応援基金2億447万円、土地開発基金1,160万円などの取
り崩しを行いましたが、同時に財政調整基金に4億1,026
万円、小布施ふるさと応援基金に4億924万円などを積み
立てました。この結果、令和3年度末の基金現在高は21億
8,676万円となり、前年度と比べ、6億2,287万円の増額
となりました。
　借入金（町債）の残高は新規発行額が償還額を上回った
結果、令和３年度末で27億7,205万円（前年度比4,645
万円）の増額となりました。

特別会計 歳入額 歳出額 差引額

国民健康保険 12億2,824万円 11億6,145万円 6,679万円

後期高齢者医療 1億7,823万円 1億7,200万円 623万円

介護保険 11億3,221万円 10億8,480万円 4,741万円

下水道事業 5億3,589万円 4億7,735万円 5,854万円

農業集落排水事業 5,637万円 5,595万円 42万円

※資本的収支の不足額1億988万円は、当年度分損益勘定留保資金、
　建設改良積立金などで補

ほ て ん
填しました。

水道事業会計 収入額 支出額 差引額
収益的収入
及び支出 2億2,609万円 1億5,827万円 6,782万円

資本的収入
及び支出 864万円 1億1,852万円 －1億988万円（※）

基金と町債の現在高基金と町債の現在高
（一般会計）（一般会計）

町債残高
基金残高

R3R2Ｈ29Ｈ28 Ｈ30 R1

災害復旧費
7,056万円

4億6,889万円

15億5,213万円

20億9,176万円

3億7,828万円

3億2,272万円
農林水産業費
2億14万円

7億8,278万円

6億1,614万円

歳　入 73億6,098万円歳　出64億8,340万円

11億7,896万円

20億8,946万円

11億3,692万円

3億7,999万円

7億5,446万円

4億1,670万円

14億449万円

町　税

その他

町　債

寄付金

繰入金

国・県支出金

地方交付税

その他

公債費

教育費

土木費

衛生費

民生費

総務費

30.0

10.9

28.7

10.0

27.5

11.7

27.3

11.5

27.3

15.6

27.7

21.9

億
円
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財政健全化判断比率財政健全化判断比率

※該当がない数値は「－」で表示

H30 R1 R2 R3 早期健全化基準
（イエローゾーン）

実質赤字比率 ― ― ― ― 15％
連結実質赤字比率 ― ― ― ― 20％
実質公債費比率 7.7％ 7.0％ 6.0％ 5.2％ 25％
将来負担比率 ― ― ― ― 350％

【財政健全化判断比率】
　実質公債費比率とは、年収（標準財政規模）
に対するローン返済（公債費）の割合です。
　令和3年度の数値は5.2%で、借入に県知
事の許可が必要となる18%を下回っていま
す。
　将来負担比率とは年収に対する将来見込
まれるすべての負債の割合のことです。令和
3年度は将来負担額を充当可能財源等が上
回っているため数値はありません。
　なお、国民健康保険や介護保険などの特
別会計を含むすべての会計について赤字額
はありませんでした。また、公営企業、特別
会計も資金不足となった会計はありません。

Ｈ30Ｈ30 R1R1 R2R2 R3R3 経営健全化基準経営健全化基準
水道事業会計水道事業会計 ―― ―― ―― ―― 20％20％
下水道事業特別会計下水道事業特別会計 ―― ―― ―― ―― 20％20％
農業集落排水事業農業集落排水事業
特別会計特別会計 ―― ―― ―― ―― 20％20％

【資金不足比率】

※資金不足となった公営企業、特別会計がないため「－」で表示

詳しい決算状況は

小布施町　決算 検索

町政情報⇒予算・決算⇒決算の事業実績及び主要施策成果説明書  をご覧ください。町ホームページ⇒

■問い合わせ　企画財政課財政係 ☎026-214-9101

１　いまだ新型コロナウイルス感染症は終着点を見出せ
ないままの状況下にあって、業種によっては事業存続の危
機に直面している企業もあり、又、この感染症に悩まされ
ている人もいらっしゃいます。
　このような状況に積極的に誠意を持って向き合い、支援
の手を最大限に差し伸べていただきたい。
２　課題であった台風災害復旧事業、教育関係の環境整
備及び配水池更新事業については一応のめどが立ち、次な
る世代への投資がこれからの大きな課題となります。将来
的には厳しい財政運営が想定されますが、現状、ふるさと
納税や良好な納税環境があります。この時期を捉え、将来
展望をしっかりと位置付けし、全ての町民に公平に行き届
いた行政サービスの提供を期待します。

― 積極的な行政運営に期待する ―
３　町政について、近年、人と人との交わりが遮断され
ている中で関わりが薄れ、行政離れが起きていないかを
懸念しています。町民と町との相互理解と信頼関係を築
き上げていくために、最大限の取り組みを行っていただ
きたいと思います。
　監査を通して町職員の必死さと思いやりは十分に伝
わってきたところですが、今後のデジタル化への対応、
住民福祉の向上、行き届いた教育、生活環境の整備、自
然災害への備え等、山積する課題に向かって住民と共に
歩む姿勢を崩さず、併せて行政運営の継続性を維持しな
がら町の基本理念とその方針に従って行動していただ
くことを願っています。　

　令和４年度の定期監査及び令和３年度決算審査においては、小布施町
の財務に関する事務の執行および運営に関する管理等が関係法令等に基
づき適法に執行され、かつ住民福祉の向上、事務事業の経済性･有効性
の追求、組織及び運営の合理化等に資するかを主眼として調査、検討を
行いました。その結果、町行政全般に渡る事業の執行は当初の予算・計
画に沿って概ね順調に実施され、妥当、健全なものと認められました。
　また、決算審査においては、その決算の正確性と会計処理の合理性に
ついて審査し、その結果、歳入歳出決算書ならびに付属書類はいずれも
法令・規則に適合し、その計数も正確であると認められました。畔上洋代表監査委員 渡辺建次監査委員

監査結果報告
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まちづくり委員会・環境を考える部
会長／ OBUSE Meguru Lab.代表

工
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執筆者　税所篤快（小布施町ゼロカーボン推進員）　編集協力　スワロー亭
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　リユースの機会を増やし、地域の資源循環を推進す
るため、株式会社ツルヤ様駐車場で実験的に実施して
いるサタデーリサイクルの横で「服のリユースショッ
プ」と「コンポスト展示」を行います。
　服のリユースショップでは、1人あたり古着を1点
だけ持参いただき、服が渡った先でも思い出の詰まっ
た服を大切に着てもらえるよう、その服にまつわるエ
ピソードが書かれたメッセージカードを添えて展示し
ます。誰でも1点持ち帰り可能です。
※メッセージカードやボールペンは用意しています。

日時　11月5日㊏　9:00 ～ 10:30
場所　ツルヤ小布施店北側駐車場

　9月1日㊍と2日㊎にまちとしょテラソで、小学校
の特別支援学級の児童たちへ向けて「キエーロコンポ
スト」の授業を行いました。私は、児童に紙芝居でコン
ポストの解説をする役を担いました。
　コンポスト製作では、すでに図書館前のヤギ小屋作
りを経験した児童たちだったので、インパクトなど工
具を使う技量の高さに驚かされました。完成後には、
製作したコンポストに自分たちが食べたスイカの皮を
投入しました。それから1週間後、みんなで観察した
際には本当にスイカが分解されていて、自然の力を改
めて感じることができ、私自身も勉強になりました。
　残りのインターン期間では、りんご箱を再利用した
キエーロコンポストのワークショップを実施します。
こちらでは多くの町民の方々に学んでいただけるよう
頑張ります！

活動報告　小布施町地域おこし協力隊インターン生（ゼロ・ウェイスト分野）　大脇藍さん

服のリユースショップとコンポスト展示
■問い合わせ　総務課環境防災連携推進室
　　　　　　　☎026-214-9209

注意事項
・古着の受け取りは1人1点のみとなります。
・子ども服のリユースも対象としています。
・ 帽子、靴、靴下、下着、穴が開いている服、

汚れがひどい服は対象外です。

古着回収の流れ

古着をリユースショッ
プへ持っていく

↓

回収完了

古紙類

缶・金属ビン

駐車場

一
般
県
道
中
野
・
小
布
施
線

花公園

フローラルガーデンおぶせ

ツルヤ
小布施店

サタデーリサイクル

服のリユースショップと
コンポスト展示

コメリ
小布施店

メッセージカードに
エピソードを記入

「記入表」に服の重さ
を記入

↓

↓
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3

1_3年生の学年合唱「大地讃頌」
2_3年1組「IN TERRA PAX」
3_3年2組「証」
4_3年3組「群青」
5_1年生の学年合唱「ほらね、」
6_吹奏楽部ステージ発表

4

6

1_「北斎浪図」（３年生共同制作）
　　新聞紙のカラーページを使用し模写したちぎり絵
2_「開催！！夢と希望の鳳凰祭」（２年生共同制作）
3_創作部の皆さん

3

1

2

5

1

2
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1

9

鳳凰杯（写真上）
1_大型ボッチャ
2_じゃんけんボウリング
3_全員リレー

意見文発表・英語スピーチ（写真右）
1_3年1組 西澤桃果「今後の人間とAIの関わり」
2_3年2組 中込茉宏「一人になること」
3_3年3組 関谷晴乃「ヤングケアラーの『幸せ』」
4_3年1組 島田陽

は る き
生

    「What Basketball is to Me」
5_3年2組 土屋真優
　「Interesting Books around the world」
6_3年3組 田幸未来
　「Peaceful World」

 It’s  It’s 
　Show Time ！　Show Time ！

1

4

2

5

3

2

3

6
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知お知らせ

子育て

支援

認定こども園
栗ガ丘幼稚園 わかば保育園 つすみ保育園

小布施町大字
都住550－1

小布施町大字
小布施1200－３

小布施町大字
中松711

☎ 026-247-4424 ☎ 026-247-3342 ☎ 026-247-2044

町営

住宅
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生活

環境

労働

環境

回収品目一覧

有
害
ご
み

ボタン型電池
（回収協力店の回収缶へ）
ボタン型電池にはLR、SR、PR
の刻印があります。電極（＋
－）をセロハンテープで絶縁
してください

小型充電式電池
（回収協力店の回収箱へ）
小型充電式電池には次のマー
クが付いています。電極（＋
－）をセロハンテープで絶縁
してください

有
害
ご
み

ボタン型電池
（回収協力店の回収缶へ）
ボタン型電池にはLR、SR、PR
の刻印があります。電極（＋
－）をセロハンテープで絶縁
してください

小型充電式電池
（回収協力店の回収箱へ）
小型充電式電池には次のマー
クが付いています。電極（＋
－）をセロハンテープで絶縁
してください

蛍光管、白熱電球、グローランプ（灯具本体、LED球は対象外）、鏡（枠
は外す）、体温計・温度計（電子式・アルコール式は対象外）

乾電池、コイン型電池
※乾電池とコイン型電池は分けてください。また、コイン型電池は
　電極をセロハンテープで絶縁してください
※ボタン型電池、小型充電式電池は回収しません

※携帯電話などの小型充電式電池は、家電量販店や電気店、ホーム
　センターなどのリサイクル協力店へお持ちください。
　小型充電式電池の回収協力店は、一般社団法人JBRC のホー
　ムページで、ボタン型電池の回収協力店は一般社団法人電
　池工業会のホームページでご確認ください。

有
害
ご
み

ボタン型電池
（回収協力店の回収缶へ）
ボタン型電池にはLR、SR、PR
の刻印があります。電極（＋
－）をセロハンテープで絶縁
してください。

小型充電式電池
（回収協力店の回収箱へ）
小型充電式電池には次のマー
クが付いています。電極（＋
－）をセロハンテープで絶縁
してください。

※�電気コードは回収しませんので、金属ごみで出して
ください。
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有
料
広
告

有
料
広
告

会場：GARDE Gallery
東京都港区南⻘⼭5-2-1 ALLIANCEビル4F

 
開館時間：10:00∼18:00
休館⽇：⽇曜・祝⽇
⼊場料：無料

髙津 秀太郎
HIDETARO TAKATSU 【髙津秀太郎「⼼のままに」展】

画家

【髙津秀太郎アートギャラリー】
⻑野市⼤⾨町44-1 ⼤⾨町フォレスト2F

（善光寺表参道）
 

【髙津秀太郎美術館】
須坂市⼩河原町1403

―個展情報―

2022年10⽉26⽇(⽔)∼11⽉8⽇(⽕)

⻤⼥・阿吽

住宅用火災警報器の設置と作動確認をしましょう
　住宅用火災警報器は煙や熱を感知し、警報を発して火災
の発生をいち早く知らせ、家族や自分の身を守るためのも
のです。
設置場所　すべての寝室（2階に寝室がある場合は階段上
部の天井または壁にも設置が必要です）
定期点検をしましょう　本体の「ひも」を引っ張る、または

「ボタン」を押すことで、警告音（メッセージまたはブザー音な
ど）が正常に鳴れば問題ありません。反応がない場合は電池ま
たは本体を交換しましょう。少なくとも年に２回は点検をしま
しょう。
警報器本体交換の目安は10年　設置年月が不明な場合は、
本体に記載されている製造年からおおよその時期が分かります。

須坂市消防署小布施分署からのお知らせ
　11月9日㊌から15日㊋まで、秋季全国火災予防運動を
実施します｡

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

全国統一防火標語

お出かけは　マスク戸締り　火の用心

町消防団に小型動力ポンプを配備
しました

　公益財団法人長野県市町村振興協会から宝く
じの収益を財源とする助成を受け、火災現場で
初期消火に使用する小型動力ポンプを町消防団

（第３分団第１部）に配備しました。

　3年前の令和元年東日本台風では、千曲川堤防の越
水と内水氾濫により、小布施町でも住宅や農地に甚大
な被害が発生しました。
　この経験を踏まえ、住民の安心・安全を守るため、
災害の際にどう行動すればよいのか、また事前に備え
ておくべき知識や心がけなどについて学ぶ機会とし
て、まちづくり委員会安全を考える部会主催による

「2022住民防災講座」を開催します。

日時　11月12日㊏　講演　10:00 ～ 11:40
　　　　　　　　　　防災展示会　13:00 ～ 15:00
場所　小布施町立図書館「まちとしょテラソ」多目的室

小布施まちづくり委員会安全を考える部会
　「2022住民防災講座」を開催します

講�演①
　 　災害記憶の継承に向けて-令和元年東日本台風に

おける千曲川流域での取り組みを事例に-
　講師　信州大学教育学部特任助教　内山琴絵さん
講演②
　 　令和元年東日本台風災害を踏まえた小布施町の防

災対策について
　講師　小布施町役場総務課課長　大宮透
防災展示会
　防災記録ビデオ、防災備品など
■問い合わせ
小布施まちづくり委員会事務局（企画財政課内）
☎026-214-9102
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◎議案の概要
●条例の制定
◇小布施町教育長の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
　教育長の勤務時間、休日及び休暇を明確にするため新た
に制定するものです。
●条例の一部改正
◇職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
　育児休業の取得回数制限の緩和等の改正を行うもので
す。
◇小布施町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す
る条例
　小布施町水道事業の認可変更に伴い給水人口や最大給水
量を改正するものです。

小布施町議会 令和 4 年 9 月会議
●�補正予算　
◇一般会計

〔補正額〕6億2,807万2千円
〔補正後の額〕63億9,596万円
■歳出の主なもの

（総務費）
○財政調整基金積立金　3億6,000万円
○小布施ふるさと応援基金積立金　5,063万2千円
○庁舎給水管布設替工事　1,149万5千円

（衛生費）
○新型コロナウイルスワクチン接種委託料ほか　
　　　　　　　　　　　　　　　　3,813万7千円
○子宮頸がんワクチン任意接種費用助成金　
　　　　　　　　　　　　　　　　　48万9千円
○バイオ炭化設備購入ほか　655万6千円

（土木費）
○町道舗装修繕工事　3,000万円
○千曲川河川公園整地業務　165万円
○山王島水防倉庫復旧工事　427万9千円

（教育費）
○ミュージカル「いつだって青空」特別公演　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　400万7千円
●�小布施町道路線の廃止　１路線
●�小布施町道路線の認定　２路線
●�小布施町監査委員の選任
　監査委員の畔上洋さん（六川）の任期満了に伴い、
持田宏さん（大島）が選任同意されました。
●�小布施町教育委員会委員の任命
　教育委員会委員の神戸博之さん（中条）の任期満了
に伴い、田中康喜さん（六川）が任命同意されました。
●�人権擁護委員の推薦
　人権擁護委員として、丸山暢さん（雁田）の推薦に
ついて諮問し、同意されました。

●議案
〇条例の制定
〇条例の一部改正
〇令和4年度補正予算
〇令和３年度歳入歳出決算
　（水道事業剰余金の処分も可決）
〇町道の廃止
〇町道の認定
〇監査委員の選任
〇教育委員会委員の任命
〇人権擁護委員の推薦

１件（可決）
2件(可決）
６件（可決）
７件（認定）

１件（可決）
１件（可決）
１件（同意）
１件（同意）
１件（同意）

　町議会9月会議では、補正予算や決算の認定などにつ
いて審議が行われました。

審議期間　9月5日～ 22日

　

　

高齢者等実態調査にご協力ください

　「小布施町高齢者福祉計画・第９期小布施町介護保
険事業計画」を令和5年度に策定するに当たり、高齢
者の生活実態や介護保険制度をはじめとする高齢者福
祉について、町民の皆さんの意見を伺って計画に反映
することを目的とした調査を行います。
　調査票が届いた皆さんは、ご協力をお願いします。
〇対象者
・要支援・要介護認定を受けて在宅でお過ごしの人
（400人程度）
・65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない人
（400人程度）

〇調査方法
　対象者には郵送により調査票を送付しますので、同
封の返信用封筒により期限までに返送してください。

■問い合わせ
健康福祉課高齢者福祉係
☎026-214-9108
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～小布施の大地に一番近い農家の皆さんへ～

　遊休農地は依然として多く、また、今回新たに発生
した所もあります。
　荒れた農地は、病害虫の発生や雑草木の繁茂の温床
となったり、有害鳥獣が入り込んだりと、周辺への迷
惑となってしまいます。周辺区域の営農意欲がそがれ
ることにもつながるため、農家の皆さんは、農地の維
持や適切な防除などをお願いします。
　園地や畑の状況などでお困りの人は、お近くの農業
委員や農地利用最適化推進委員、または農業委員会事
務局へご相談ください。

■問い合わせ

　農業委員会事務局（産業振興課農業振興係内）
　　☎026-214-9115

農地パトロールを行いました
　8月に農地パトロール（利
用状況調査）を実施し、前
年度からの遊休農地の確
認、違反転用状態の農地や
新たな遊休農地の発生がな

いかなど、町内全域の農地を巡回、調査しました。現在、こ
の調査をもとに各地区担当の委員が所有者へ農地利用の
意向を確認しており、今後、遊休農地解消に向けて取り組
んでいきます。

筆数 面積（㎡）
R3年度 R4年度 R3年度 R4年度

不耕地の農地 130 142 101,899 114,422

低利用の農地 9 6 7,367 4,333
再生利用

困難な農地
― 3 ― 1,858

合計 139 151 109,266 120,613

遊休農地の筆数と面積

適正な管理をお願いします

有
料
広
告

農業委員会だより

野ねずみの一斉駆除を実施します
　大切な農作物を食い荒らす野ねずみの一斉駆除
を町内全域の水田と畑で行います。薬剤は小袋で
包装されていますが、毒物ですので、小さなお子
さんが誤って手にしないよう十分注意してくださ
い。

期日　11月27日㊐（雨天時12月4日㊐）
使用薬剤　メリーネコりん化亜鉛
■問い合わせ　産業振興課農業振興係
　　　　　　　☎026-214-9115

森林環境譲与税を活用して木製おもちゃを
寄贈しました

　産業振興課農業振興係では、子どもたちが幼少期
に木に触れ合い、健康で心豊かに成長することを
願って、国から交付された森林環境譲与税を活用し
て町内の保育園、認定こども園、エンゼルランドセ
ンターに木のおもちゃを寄贈しました。
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　総勢200人を超える方に足をお運びいただき、図書館の50冊
程度の除籍本はあっという間に、次のすてきな持ち主の手に渡っ
ていきました。急な告知にも関わらず、大事にしていた本をお持
ちいただいた方々もいらっしゃり、空間に彩りと多様性をもたら
してくださいました。ありがとうございました！
　今後、移動図書館は10月～ 12月で試用運転を開始し、いくつか
の提携施設へ伺う予定です。10月から雨の日以外の週末には、テ
ラソ横で「本の交換所」として常設しますので、ぜひ足をお運びく
ださい！あなたにもらわれたい本が待っているかもしれません。

☎ 026-247-2747 　Fax 026-247-4504

9:00 ～ 19:00　平日

11月の休館日▶1日㊋、8日㊋、15日㊋、22日㊋、29日㊋
　　　　　　      23日㊌㊗～28日㊊（蔵書点検期間）

　ホラーが好きです。現実の恐怖体験はまっぴらごめんで
すが、怖いもの見たさという欲求は強く、本や映画という
安全が保障された媒体から定期的に悲鳴を上げたくなりま
す。主人公に感情移入しないのがコツ。という事でホラー
の本集めました。秋の夜長に恐怖体験、いかがでしょうか。

テーマは「ホラーを読む」

『怪談5分間の恐怖 
また、いる……』
中村 まさみ・著

『おめん』
夢枕 獏・文

辻川 奈美・絵

11月のおはなし会

日　時 内　容
11月 12日㊏ 10:30 ～ お父さんの読み聞かせ会
11月 18日㊎ 15:30 ～ 低学年のおはなし会

※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164冊（一般134冊、児童・絵
本30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

9/24㊏�エバーグリーンマーケットでの
『移動図書館』初お披露目大成功！

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 ―

11月のテラソ百選のテーマは
�「ＳＦ」です
　SF＝ Science Fiction（科学的な
空想に基づいたフィクションの総
称）はいつだって非日常で壮大な世
界に私たちを連れて行ってくれま
す。地底や宇宙がテーマだったり、
ロボットや戦艦が出てきたり。はた
また異星人と異星人とのロマンス
があったり。フランスの SF小説家
ジュール・ヴェルヌいわく、人が想
像できることは大体実現できるそう
です。たくさんの SFに触れて想像の
幅を広げたいですね。

『怖ガラセ屋サン』
澤村 伊智・著

9:00 ～ 17:00　土日祝日

開館時間

10月23日㊐は『おぶせ秋の物語祭』
　図書館まつりが『物語祭』としてスケールアップ！
本から広がる無限の楽しさを五感で味わうお祭りで
す。ワークショップやおいしいごはん、ワクワクする
おはなし…。図書館に集まる、たくさんの『物語』を楽
しんでいってください！
　詳細、申し込みは右記QRコードからお願いします！
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POSTPOST
〒〒学学 校校

いいね

小布施

未来へのメッセージ

　３歳児、すみれ組の子どもたちは、運動会に向けて
リズム練習を始めました。外でのびのびとからだを動
かして遊ぶことが大好きな元気いっぱいの子どもた
ち。
　今年は、「海賊」をテーマにしたリズムに合わせ、大
きな声で「ゴー！ゴー！ゴー！」と掛け声をかけたり、
ニコニコ笑顔で楽しく踊ったりしています。回数を重
ねるごとに、振り付けや立ち位置を覚えてきました。
　段ボールで大きな海賊船も作りました。子どもたち
が描いた似顔絵付きで、船には扉がついているオリジ
ナル船。日中は、子どもたちが自由に出入りをして楽
しんだり、中に入って寝転がったりして遊んでいま
す。さあリズムに合わせて、ちびっこ海賊！かっこい
い海賊！さあ出発だ！！

学校・園だより
わかば保育園　運動会
海賊のリズムで「ゴー！ゴー！ゴー！」

栗華会　藤澤サトさん　山岸忠生さん　小林まさ子さん　田中さち子さん　
　　　　吉池久美子さん　飯川比呂子さん

　小布施町を代表する書家６人の作品を集めた「第
８回栗華書展」が９月16日㊎～ 20日㊋、小布施町
商工会館展示ホールで開催されました。４年ぶりに
開催された書道展に5日間で200人余りの来場者が
ありました。
　栗華会代表の藤澤さん (90 歳 )
は、「栗華会は、栗の町小布施にち
なんで書道で文化向上のお役に立
ちたいと想いを込めてみんなで決
めた会。小布施文化発展の一助に
なれるよう、会場には漢字や仮名、
近代詩文など多彩な作品がバラン
スよく展示されています」と話し
ます。

　来場者からは、「心が温まる作品に出会えました」
「書はいいですね。心が落ち着き癒やされました」
「私も書いてみたくなりました」と感想があり、奥深
い書の世界を楽しむ姿がありました。

「栗華書展」　言葉の深さと書の力

心
の和

人権教育

くれてうれしかったです。ちゅうく
らいの大きさのいもがぬけました。
はたけからいもがいっぱいでてき
ました。きょうしつにかえるとき、
いもがいっぱいかごにはいってい
るのでおもかったです。

(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）

　きょうは、いもほりをしました。わたしは、ゆいかちゃん
といもほりをしました。いっぱいいもがとれました。ふた
りでいっしょうけんめいとりました。ふたりでやるとたの
しいです。みみずがでてきて、ゆいかちゃんがやさしくつ
ちをかぶせていました。いもは、小さいのしかとれません
でした。でも、いもがとれてうれしいです。はたけにいく
まえにかごをもっていきました。どうしてかというと、せ
いかつかかりだったからです。いもほりは、しょうまくん
がとちゅうからきて、てつだってくれました。てつだって

なかよくなれるあそび
栗ガ丘小学校 2 年　小林歩奈美さん
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都住小学校の校舎を利用した歴史民俗資
料館。1,400点余りの収蔵品からお勧め
の展示品を紹介します。
案内人：川上三雄（歴史民俗資料館職員）

1 2

コレクション
歴民

　  19 NO. 拓本レリーフ、看板、2枚の色紙
　歴史民俗資料館の一階廊下の壁面に小布施町名誉町
民の由良哲次さんが詠んだ「おほとりの あまかけるか
も みすずかる 信濃のいろを ここにとどめつ」の拓本レ
リーフが展示されています。この書の石碑は岩松院にあ
ります。また、玄関入口には元高校の校長であり書道家
であった市村明久先生が書かれた歴史民俗資料館の看
板が設置されており、大変力強く立派です。ほかにも、
テレビ東京の番組で開かない金庫を開ける鍵師の玉置
恭一さんとタレントのレッド吉田さんのサイン色紙など
があります。どれも当館の大事な宝物です。

1_由良哲次さんが詠んだ拓本レリーフ
2_岩松院にある1_の石碑
3_市村明久先生が書かれた入口の看板
4_鍵師の玉置恭一さんとタレントのレッド吉田さんのサイ
　ン色紙

3

　10月４日㊋、小布施中学校などの調理室でボラン
ティアの皆さんによる栗の皮むき作業が行われました。
子どもたちに小布施のふるさとの栗を味わってほしい
との思いでボランティア30人が集まり、包丁や皮むき
器を使って丁寧に栗の皮をむきました。皆さんが用意し
ていただいた栗は翌日の小中学校では給食に、幼稚園と
保育園ではおやつの時間に栗おこわとして提供され、子
どもたちは秋の味覚を堪能しました。

3年ぶりの栗ご飯給食

　小布施町公民館と小布施巴錦保存会では「小布
施菊花展」を開催します。丹精込めた各種大輪の
菊、懸

けんがい
崖などのほか栗ガ丘小学校６年生が育てた

巴錦が展示されます。
期間　10月31日㊊～ 11月９日㊌
場所　皇大神社境内

■問い合わせ
　公民館（教育委員会生涯学習係内）
　☎ 026-214-9111

第59回総合文化祭菊花展を開催します

4

Hot Line情報

　書道を通して髙井鴻山を知り、豊かな心を養うこと
を目的として毎年開催している髙井鴻山席書大会。今
年はコロナウイルス感染拡大防止のためコンクール
形式で開催します。
用紙　八つ切り判
　　　（約175×675mm）
書体　楷書
応募点数　ひとり一点
提出期限　11月15日㊋

■提出先・問い合わせ　
　教育委員会生涯学習係
　☎026-214-9111

髙井鴻山書道コンクールを開催します

対象課題
幼児・小1　きく
小2　もみじ
小3　友だち
小4　青い空
小5　実りの秋
小6　自然の美
中1　大地の恵み
中2　理想の実現
中3　進歩と調和
高校・一般　逢瀬竹枝
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11月、12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：☆11月生まれ10月31日㊊☆12月生まれ11月30日㊌
●応募先：企画財政課広報情報係　☎026-214-9102
  メールアドレス：kikaku@town.obuse.nagano.jp

■問い合わせ　各種相談　☎026-247-311111月の各種相談

下記日程以外は、平日月曜日～金曜日（祝日除く）9:30 ～ 11:30、13:30 ～ 16:30 の間で15組ご利用可能です。
イベント予約は10/26㊌からで、電話での予約も可能です。

企　画 日　時 内　　容 対　象
おはなしの日 11/9㊌ 11:00~ 「キラキラぱ～く！」さんによる楽しい絵本の読み

聞かせです。
定員：15組親子（予約制）
参加費：無料、持ち物：なし

栄養士講話 11/11㊎ 10:00~11:00 子どものからだと栄養についてのお話です。個別
相談もできます。託児あり。

定員：15組親子（予約制）
参加費：無料、持ち物：なし
託児あり

歯科講話 11/16㊌ 10:00~11:00 子どものお口の中のお話です。
講師：坂田美香さん

定員：15組親子（予約制）
参加費：無料、持ち物：なし
託児あり

ミニコンサート 11/17㊍ 10:00~ 野口万佑花さんと北川友里さんによるヴァイオリ
ンとマリンバのデュオです。

定員：15組親子（予約制）
参加費：無料、持ち物：なし

避難訓練 11/22㊋ 10:30~ 地震が発生した際の安全な身の守り方や、避難の
仕方についてみんなで一緒に確認しましょう。

定員：15組親子（予約制）
参加費：無料、持ち物：なし

子育てミニ講座 11/30㊌ 10:00~11:00 「産後のママのための骨盤ケア」
講師：穂

みのり
助産院長　廣瀬ミエ子先生

定員：15組親子（予約制）
対象：おおむね1歳3か月まで
参加費：無料、持ち物：なし
託児あり

エンゼルランドセンター　11月の予定 ■問い合わせ　☎026-247-2137

おぶせっこ

大集合！！
10月生まれ

相談内容 期日 時間 相　談　員 場　所　な　ど

人権よろず相談 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

乳幼児
健康相談 9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 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

精神保健相談
思春期心の相談 30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

「こんにちは、いっち
です。毎日、元気よく
遊んでます。皆さん!
よろしく～ ! 」

こいで・いちか

ちゃん

R2.10.23生

小出貴史
（横町）より　美鈴母

父

小出 依知花
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令和４年11月 イベントカレンダー

日 月 火 水 木 金 土
10/30 31 11/1 2 3 4 5
環境美化運動 総合文化祭・菊花展

(~11/9 皇大神社境
内)P17

お
転倒予防教室
(名字あ～さ行)
(13:30~健福）

マイナンバーカー
ド時間外交付
(18:00 ～ 19:40)
P20

文化の日

文化の日表彰式
（11:00 ～講堂）

お
転倒予防教室
(名字た～わ行)
(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)P7

6 7 8 9 10 11 12
ウオーキング健康
教室（受付9:30~
総体）

お
ダンスで脳元気教室

（13:30 ～健福）

お
シニアクラブグラ
ウンドゴルフ大会（
8:30 ～小布施総合
公園）P21

マイナンバーカー
ド時間外交付
(18:00 ～ 19:40)
P20

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）

住民防災講座
（10:00~まちと
しょテラソ）P12

東京小布施会交流
会(14:00~役場2
階第1会議室)P22

ミュージカル「いつ
だって青空」公演

（14:00~,18:30~
北ホ）

13 14 15 16 17 18 19
有害ごみ回収

（7:00~9:00生駐）
P11

お
すこやかシニア教
室（フレイル予防教
室）（13:30 ～健福）

シルバー人材セン
ター入会説明会

（13:30~桃源荘）

マイナンバーカー
ド時間外交付
(18:00 ～ 19:40)
P20

20 21 22 23 24 25 26
勤労感謝の日 お

転倒予防教室
(名字た～わ行)
(13:30~健福）

27 28 29 30 12/1 12/2 12/3
おぶせ能

（13：00 ～北ホ）
お
チャレンジのど自慢
教室

（13:00~健福）

3歳児健康診査(令
和元年8月~10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7月~9
月生まれ)
受付
(9:30~9:45健福)

マイナンバーカー
ド時間外交付
(18:00 ～ 19:40)
P20

健福・・・千年樹の里/健康福祉センター　　北ホ・・・北斎ホール 　　 ・・・マイナンバーカード時間外交付
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　　総体・・・総合体育館

　◇庭木の剪定枝回収
　（9:00 ～ 17:00　町営グラウンド北側駐車場）  P11
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暮らしの情報暮らしの情報

問

問 問

問

問

基本的な仕組みから知りたい方向け
開催日時

11月７日㊊ 10：30～ 11：30
13：30～ 14：30

12月７日㊌ 10：30～ 11：30
13：30～ 14：30

事業者の方向け
開催日時

11月21日㊊ 10：30～ 11：30
13：30～ 14：30

12月19日㊊ 10：30～ 11：30
13：30～ 14：30
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小布施町
公式LINE

友だち登録
受信設定は
こちらから→
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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

納期限は 11月30日 ㊌です

忘れないで忘れないで 11月の納付11月の納付
国民健康保険税　　  4 期
介護保険料　　　　  4 期

上下水道料　　　　  4 期
後期高齢者医療保険料 4 期

世帯

ひとのうごき
10 月１日現在 （前月比）

人10,985合計 （＋ 8）
女 人5,687 （± 0）

4,005世帯

男 人5,298 人口 （＋ 8）

（＋ 7）

シニアクラブ　グラウンドゴルフ大会を開催します
　対象者はおおむね60歳以上の方で、シニアクラブ会員でない方
も参加できます。

おでこポイントカードを
お持ちください！

日時　11月8日㊋　8:30集合
　　　（雨天の場合は翌日）　
場所　小布施総合公園芝生広場
参加費　無料
申込期限　10月28日㊎まで
■申し込み・問い合わせ
　小布施町社会福祉協議会　☎026-242-6665

寄付のお礼 厚くお礼申し上げます。
・ ながの牛乳パックリサイクルの会　
　　　　　  代表　小島伯子様     50,000円
・沖縄県那覇市　　野村安秀様　  25,000円
・千葉県千葉市　　竹内勝己様　  70,000円
・大阪府羽曳野市　谷口　勝様　  50,000円

籍戸
窓 口
の
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seriesseries 103
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」

小布施総合公園から見える北信五岳です

私のお気に入りは

　小布施町は何処からでも美しい山々を見る事
が出来ますが、小布施総合公園の入口近くに北信
五岳が見えるスポットがあるのをご存じでしょ
うか。公園に遊びに連れて来た孫は、設置してあ
る「北信五岳展望図」のパネルを見ながら説明し

ても今はアイ
スクリームに
夢中です。い
つかふるさと
の変わらない
山々の美しい

広報員
三輪 美智子さん

（大島）

景色を懐かしく誇らしく思ってもらえたら良いな
と思います。
　皆さんも忙しい日々のあいまに少し顔を上げて
美しい山並みを眺めてみませんか。

史前の帰化植物　ヒガンバナ
　ヒガンバナはヒガンバナ科の多年生植物で、石
器時代から弥生時代の頃に渡来してきた史前帰化
植物です。ヒガンバナは細長く伸びた茎の先に数
個の赤い花を輪状に付けます。子房が成熟しない
ので種子はできず、花が終わると細長い葉が群生
し翌春まで残っています。花の時期と葉の時期が
異なることから「葉見ず・花見ず」とも言われてい
ます。所によって鱗茎（球根）からでんぷんを取り
食用にしている地方もあるようですが、有毒植物
ですので試すことは禁物です。
　　　　　　　　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse vol.127

1_ヒガンバナの花　2_花被6片と雄しべ6本、雌しべ1本か
らなる　3_花被片は外側の3本と内側の3本が細い花弁状に
なっている　4_雄しべと雌しべ　5_中心から伸びる雌しべ
　　　　　　　　　　　　　　　　（写真は清水さん提供）

東京小布施会交流会の参加者を募集します
　3年ぶりの開催となる東京小布施会の交流会に
参加する皆さんを募集します。今年は小布施町役
場と東京グリーンパレスの2会場をオンラインで
つなぐ交流会を開催します。ふるさとを思う方々
との触れ合いを目的に開催する交流会に、ぜひと
もご参加ください。
日時　11月12日㊏　14:00 ～ 15:00
場所　小布施町役場2階第１会議室
参加費　無料
定員　10人程度
　　　※個人でのオンライン参加も大歓迎です。
内容　小布施町活動状況の報告
申込期限　11月10日㊍
■申し込み・問い合わせ　産業振興課商工振興係
　　　　　　　　　　　　☎026-214-9104

1 2 3

4 5

「緑の募金」へのご協力
ありがとうございました

　皆さんのご協力により町内で500,400円
の募金が集まりました。お預かりした募金
は、樹木に親しみをもち緑あふれる景観づく
りを推進することを目的として緑化木の配布
に役立てられています。
■問い合わせ　産業振興課農業振興係
　　　　　　　☎026-214-9115
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Health 情報

みんなの健康ひろば
  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

　歯を失う原因第一位は「歯周病」です。歯周病はかなり進行しなければ、
自覚症状がありません。しかし、悪化すると戻らない病気の一つです。

お口の健康、気にしてますか？

【歯周病と全身疾患等の関係】

　8
はちまるにいまる

020運動をご存じですか？厚生労働省と日本歯
科医師会が平成元年から推奨している『80歳まで20
本の歯を保とう』という運動です。残存歯数が増加す
ると健康寿命が長くなるのは、先述した全身疾患への
影響だけでなく、おいしく食べることが大きく影響し
ます。『食べることは生きること』。何歳になっても口
からおいしく食べられるよう、お口の健康について考
えてみませんか。
　すべての世代にとって重要な虫歯予防、歯周病予
防。まずは歯磨き習慣から見直してみましょう！！

【歯の本数維持＝健康寿命の延伸】 【歯周病予防の基本】
①正しい歯磨きの方法で毎日実行する。歯の表面を
　歯垢のない清潔な状態にしておく事が何より大切。
②歯肉の中まで入っている歯石を完全に取り除き、
　さらに根の表面を滑らかにして炎症を引き起こす細
　菌を徹底的に除去する。
③傷んだ歯肉、骨を治療して健康に近い歯肉にする。
④歯科衛生士による専門的なクリーニングなどのメン
　テナンスを定期的に受ける。

～日本臨床歯周病学会HPより～

【がんなど外科的治療を要する疾患】
近年では、処置前後で免疫力が低下しやすいがんの手術や心臓や肺などの大きな手術、抗がん剤治療、放射
線治療、移植などの前に、歯科受診しておくことが勧められています。口腔内細菌が原因となり、敗血症や
術後肺炎、治癒不全を起こすと言われているためです。

【心筋梗塞や狭心症、脳梗塞】
歯周病が悪化すると歯周病菌が血管
内に入り込み、心筋梗塞や狭心症、
脳梗塞の原因になるとも言われてい
ます。

【糖尿病】
歯周病は糖尿病の合併症の一つです
が、互いに危険因子として影響し合
います（反対に、歯周病管理がよく
なると血糖コントロールも改善しま
す）。

【妊産婦】
妊婦では胎児の発育や早産に影響が
あるため、妊娠前に口腔内環境を整
えておくことが重要と言われていま
す。小布施町では令和４年度から妊
婦歯科健診を実施しています。

【誤
ごえん
嚥性肺炎】

誤嚥性肺炎は、歯周病菌を主体とする口腔内細
菌を含んだ唾液や食べものを誤嚥することで発
症すると言われ、口腔内を清潔にして細菌数を
減らすことでリスクを減らすことができます。

日本臨床歯周病学会HPより
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お届けします
まちの話題を

　花づくり推進協議会主催の小布施町フラワーコン
クールで千両自治会が最優秀賞を受賞しました。審査
員からは「花の特性を生かしたデザインや花表示など
の企画力が高く、優れたゾーニングにより鮮やかな空
間を創出した花壇でした」との評価をいただきました。

千両自治会花壇が最優秀賞

優秀賞　　　横町・飯田・飯田花壇の会
優良賞　　　中央・北岡・六川
努力賞　　　水上

　東大先端研・小布施町コミュニティ・ラボでは、9
月10日㊏、11日㊐、17日㊏、18日㊐の４日間、都
住地区でマルシェを開催しました。この取り組みは、
農住混在地域で低未利用地の可能性を探る実験的な
事業として開催され、都住の農家さんが育てた新鮮
な野菜や果物の販売のほかスラックラインなどが楽
しめる広場が設けられました。4日間で約300人が
晴れた秋空の中でイベントを楽しんでいました。訪
れた人は「楽しく過ごせる空間でした。常設してほし
いです」と満足そうに話してくれました。

「都住の庭を作ろう」が開催

　今年創立50周年を迎えた小布施町早起き野球連
盟では、９月25日㊐に50周年記念大会を開催しま
した。小布施町早起き野球連盟の登録チームに所属
する選手のほか、小学生から高校生までの子どもた
ちが世代を超えて野球を楽しみました。小林雅幸町
早起き野球連盟会長は「多くの皆様のご支援をいた
だき50周年を迎えました。現在は8チームが参加
し熱戦を展開しています。野球をやる、野球を見る、
野球を語る、野球で飲む。集まれ、野球好き!」と熱
い思いを語ってくれました。

世代を超えて野球を楽しむ


