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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。

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。
　人物から花、挿絵、独立峰など幅
広いジャンルで作品を発表し続け、
今年画業50年を迎えた。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。

特集　中島千波さん　「小布施と共に歩んだ半生」

『中島千波作品集　こんな絵を描いて
きました』（５月刊行）
50年間で描いてきた作品を「花を描
く」、「花・風景屏風」、「挿絵の仕事」、

「おもちゃシリーズ、ミニアチュール、
野菜・果物」、「桜屏風」、「寺・神社・
緞帳の仕事」、「社会・人間とは」、「山
を描く」の8つのジャンルに分けて紹
介しています。
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特集　中島千波さん　「小布施と共に歩んだ半生」

　「n
ネクスト
ext」とは一般財団法人長野県文化振興事業団と

長野県が行っている若手作家支援事業で、長野県ゆか
りの40歳以下の美術、音楽、演劇などのジャンルの
アーティストが登録しています。　
　今回は小布施町を会場に浦野英里子(日本画)、香
山洋一(油彩画)、鈴村優

ゆう
(版画)の三人の作品を紹介

しています。

会期　9月17日㊋まで
開館時間　9:00 ～ 18:00
　（９月は17:00まで）
入館料　一般500円
　　　高校生250円
　　中学生以下無料

企画展　信州新世代のアーティスト展next＠小布施

　美術館のどこかで、香山洋一さんがライブペイン
ティングを行います。
時間　10:00 ～ 16:00
参加費　無料(ただし、入館料のみ必要)

9月1日㊐
香山洋一ライブペインティング

8月24日㊏
浦野英里子　呈

ていちゃせき
茶席

　浦野さんの絵を拝見しながら抹茶をいただきます。
時間　10:00 ～ 16:30　場所　木造館
席主　長谷川かほるさん(表千家 )　
参加費　1,000円(入館料込)

■申し込み・問い合わせ
　おぶせミュージアム・中島千波館
　　☎026-247-6111

8月8日㊍

「カラフル！自分だけの傘を作ろう！」（要予約）
時間　10 :30 ～ 12:00　場所　木造館
対象　小中学生
参加費　300円（傘とカッティングシート代）
定員　10人

鈴村優ワークショップ

第2章 花・風景・屏風

「神池花菖蒲Ⅶ」「神池花菖蒲Ⅶ」

第4章 おもちゃシリーズ ミニアチュール 野菜・果物

「小夜曲」 2006年 紙本彩色「小夜曲」

第8章 山を描く

「早春のエトナ山」 2017年 四曲一隻屏風

「早春のエトナ山」

第6章 お寺・神社・緞帳の仕事

第5章 桜屏風

「樹霊淡墨桜」 1993年 四曲一隻屏風「樹霊淡墨桜」

「大日如来蓮池図」
第6章 お寺・神社・緞帳の仕事

「大日如来蓮池図」制作風景

第7章 社会・人物とは

「mumyo（無明）’18-9L・’18-9R」 2018年 四曲一双屏風

「mumyo（無明）18-9-R」
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事務局長 山﨑博雄
☎ 026-214-9112

祢津貴子
議会事務、監査事務
固定資産評価審査委員会事務固定資産評価審査委員会事務局

監査委員事務局議会事務局・
gikai@

健康福祉課 課長 林かおる 課長補佐 永井芳夫

本間千恵子、小林千枝
黒﨑真由子

地域包括支援センター ☎ 026-242-6680
所長 原 茂

高齢者の総合相談・権利擁護
介護予防マネジメント、認知症予防・対策
健康福祉センター

高齢者福祉、児童福祉、ひとり親家庭福祉
福祉医療、障がい者福祉、生活保護、介護保険
桃源荘、生活支援ハウス

町田 豊、政信英樹、荒井陽子
関口和人、市川園子

福祉係 ☎ 026-214-9108
係長 須山和幸 fukushi@

国民健康保険、後期高齢者医療保険
健康づくり、保健予防、栄養・食生活改善
食育、保健センター

健康係 ☎ 026-214-9107
係長 （兼）永井芳夫

川上寛恵、浅井智美、笠原梨恵、黒岩益美
持田 亮、小柴智子、（嘱）桐原千穂kenkou@

戸籍、住民基本台帳、国民年金、環境衛生・美
化、公害、廃棄物、自然保護、墓地・火葬、犬の
登録、消費生活、生活灯、防犯

小出芳英、小松文子、久保田茂和
堀内信子

住民係 ☎ 026-214-9109
係長 藤沢憲一 jumin@

houkatsu@

行政組織
町長　市村良三 教育長　中島 聰副町長　久保田隆生

企画政策課 課長 須藤彰人

長期施策および重要施策の調整・推進、行政改革
統計、情報政策、広域行政、ふるさと納税、公共交通
男女共同参画、コミュニティー、エネルギー

田中克俊、町井渓介☎ 026-214-9102企画係
係長 湯浅憲彦 kikaku@

係長 益満崇博
定住促進、人口問題、少子化対策、官学連携、住民と
の協働推進、地域間交流、地域の未来づくり

☎ 026-214-9102定住交流係 見波弘敏、勝山貴代kouryuu@

書記長 （兼）竹内節夫☎ 026-214-9100選挙管理委員会 （兼）寺島文彦、（兼）塩野崎隆基、（兼）土屋英樹
（兼）須藤丈裕、（兼）小橋綾子、（兼）北沢宏樹、（兼）金井将輝

建設水道課 課長 畔上敏春

toshi@
都市計画、景観整備、建築・住宅、交通安全
対策、交通災害共済、都市公園、沿道花壇係長 芋川享正

☎ 026-214-9105都市計画係 山本順一、湯本菜央、鈴木凱智

上水道、公共下水道、農業集落排水荒井俊博、下田 誠、関 理康上下水道係 ☎ 026-214-9106
係長 鈴木利一 suido@

道路・水路・河川の整備と維持管理出澤祐一、（兼）荒井俊博係長 林 信廣
建設管理係 ☎ 026-214-9115

kensetsu@

（兼）湯浅泰明、（兼）笠原康祐、（兼）久保田洋、（兼）草間愉佳子事務局長 （兼）西原周二農業委員会☎ 026-214-9104

所長 (兼）西原周二

産業振興課 課長 西原周二 課長補佐 冨岡広記

（嘱）片山正浩、（嘱）浦野啓治 フラワーセンター ☎ 026-247-6601

商工業振興、観光振興、町営駐車場、勤労者対策
文化観光協会、オープンガーデン

久保涼祐、倉島志織商工振興係 ☎ 026-214-9104
係長 (兼）冨岡広記 sangyou@

農業振興、土地改良、林業、畜産、ふるさと創造館
フローラルガーデン、６次産業センター

☎ 026-214-9104農業振興係
係長 湯浅泰明

笠原康祐、久保田洋
草間愉佳子sangyou@

農業・商業・工業の連携、ブランド戦略
交流事業の産業化

小林正人 産業政策係 ☎ 026-214-9104
係長 (兼）冨岡広記 sangyou@

flower@

課長兼会計管理者 中條明則

財政計画、予算、町有財産、入札・契約
公営住宅

小山正裕財政係 ☎ 026-214-9101
係長 宮川伸幸 zaisei@

税の賦課・徴収、滞納処分、会計事務、決算
☎ 026-214-9103税務会計係

係長 涌井典男
宮﨑晴美、江本 聡、水野耕平
大沢 功 zeimu@

財務課

生涯学習、社会教育、人権・同和政策、文化財、
文化・芸術振興、体育施設

生涯学習係 ☎ 026-214-9111
係長 高野伸一

岡田貴大、小林詩織
（兼）（嘱）堀込明紀、（嘱）伊藤公男gakushu@

館長 （兼）三輪 茂
まちとしょテラソ ☎ 026-247-2747

文書館
館長 （兼）山岸正男

☎ 026-214-9114

髙井鴻山記念館
館長 （兼）（嘱）池田清人

☎ 026-247-4049

（兼）宮﨑貴司、（兼）高野伸一、（兼）江本良子、（兼）佐藤孝幸、（兼）中村紗英子
（兼）岡田貴大、（兼）三橋尚子、（兼）小林詩織、（兼）（嘱）伊藤公男 館長 （嘱）堀込明紀

公民館 ☎ 026-214-9111

歴史民俗資料館 ☎ 026-247-4927

おぶせミュージアム・中島千波館 ☎ 026-247-6111
館長 （嘱）池田清人 宮下真美 

archives@

o.museum@

takaikozan@

館長 （兼）中島 聰

toshokan@

給食センター ☎ 026-247-2205

教育委員会 教育次長 三輪 茂

神田日香理、原あゆみ、佐藤侑乃、佐藤可奈
（嘱）涌井陽子、（嘱）清水紗希、（嘱）山崎あゆみ
（嘱）本間美嬉、（嘱）池田祐子、（嘱）黒岩しげみ

園長 八代美千代
認定こども園栗ガ丘幼稚園 ☎ 026-247-4424

小林千恵、土屋沙登美、長島未怜、岸田真紀、土屋美裕、神戸友野
（嘱）小林浩美、（嘱）中野淳子、（嘱）滝澤加奈、（嘱）中村美紅、（嘱）山田有子

わかば保育園
園長 市川孝子

☎ 026-247-3342

佐藤理絵、傳田真知子、井田彩織、村松古都美、栗林夏未、小林育愛
小林律子、（嘱）浅岡真弓、（嘱）宮島日奈子、（嘱）町田幸代、（嘱）斉藤絵美

（嘱）上原輝子園長 西澤裕子
つすみ保育園 ☎ 026-247-2044

エンゼルランドセンター ☎ 026-247-2137
園長 （兼）市川孝子 中西 幸、（嘱）梨本 香

栗ガ丘小学校 ☎ 026-247-2024

小布施中学校 ☎ 026-247-2109

子ども教室・児童クラブ ☎ 026-214-9110 （嘱）蟻川加奈

子ども支援係 ☎ 026-214-9110
係長 宮﨑貴司

江本良子、佐藤孝幸
中村紗英子、三橋尚子

教育委員会の運営、児童保育、学校教育
青少年育成kodomo@

yochien@

enzeru@

（嘱）キミ．G、（嘱）島田浩子、（嘱）北原伊織、（嘱）馬島恵利子chuugakko@

（嘱）小嶋保明、（嘱）藤木美帆shogakko@

所長 （兼）三輪 茂、（嘱）仲井琴乃kyuushoku@

t.hoikuen@

w.hoikuen@

主席研究員 （嘱）金田功子

事務長 （嘱）市村勝巳、（嘱）米沢僚二

メールは@以降、共通@town.obuse.nagano.jp総務課 政策幹 山岸正男

防災、法規、情報公開、庁舎管理、人事、給与
秘書、人材育成、広報・広聴、自治会

塩野崎隆基、土屋英樹、須藤丈裕
小橋綾子、北沢宏樹、金井将輝

（嘱）関谷幹彦 、（嘱）吉田 孝

☎ 026-214-9100総務係
係長 寺島文彦 soumu@

課長  竹内節夫 ※

派遣職員　小林豊実（長野県町村会へ）、深川 悠（振興公社へ）、（嘱）古川敏明（長野広域連合へ）
交流職員　須藤彰人（総務省から）、須藤丈裕（長野県町村会から）、町井渓介（㈱電算から）

会計幹 荒井政人
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情報 Hot Line

　「指導いただく小布施分署と
団員が一丸となって上位入賞を
目指します」主将の酒井宏幸第
三分団長（松村）

Voice

長野県消防ポンプ操法大会結団式

一丸となって上位入賞を
6
24

知お知らせ

●議案
○条例の一部改正
○令和元年度補正予算
○一部事務組合規約の変更

6件（可決）
2件（可決）
1件（可決）

◎議案の概要
●条例の一部改正
◇ 小布施町組織条例
　　総務課の財政係と税務会計係を合わせて新たに　
　「財務課」を設けることで、財政全般の円滑な運営と
　的確な課税客体の把握、滞納整理の一層の推進を図
　るものです。
◇小布施町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
　基準を定める条例
◇小布施町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に
　関する基準を定める条例
　　子ども・子育て支援制度の基準となる厚生労働省令
　が改正されたため、町の基準について、省令と同様の
　改正を行うものです。
◇小布施町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
◇小布施町農業集落排水処理施設の設置及び管理に　
　関する条例等
　　消費税の税率が10月１日から10％に引き上げら
　れることに伴い、水道料金など町が定めている使用
　料等の一部について、新税率に対応する改正を行う
　ものです。

役場の組織機構改革や消費税率の引上げに伴う条例の改正などについて、審議が行われました。
審議期間　6 月 4 日～ 14 日

小布施町議会 令和元年 6 月会議

◇小布施町介護保険条例
　　介護保険の第１号被保険者保険料について、消費
　税の引上げに伴う公費投入により、市町村民税非課
　税世帯の低所得高齢者の保険料軽減を強化するもの
　です。
●補正予算
◇ 一般会計

〔補正額〕１億758万5千円
〔補正後の額〕47億6,458万５千円
■ 歳出の主なもの

（民生費）
○ プレミアム付商品券事業費　5,574万４千円

（土木費）
○ 橋梁補修事業費　3,229万２千円

（教育費）
○ 給食センター整備事業費　673万４千円
◇ 介護保険特別会計

〔補正額〕71万９千円
〔補正後の額〕11億716万３千円
● 須高行政事務組合規約の変更
　　これまで休診としていた須高休日緊急診療所を廃
　止し、須高医師会、信州医療センターと須高行政事務
　組合の３者共同で運営している現在の須高休日緊急
　診療事業を組合の共同処理する事務とするものです。

　7月28日に飯田市で開催される「長野県消防ポンプ
操法大会」に出場する小布施町消防団が、大会に向け連
日の訓練に励んでいます。6月24日には結団式を行い、
183人の団員から選ばれた精鋭たちが前回出場時の4位
を上回る成績を残そうと決意を新たにしました。

エンゼルランドセンター親子クッキング

親子でツナパン作りに挑戦
６

21

　エンゼルランドセンターで「エンゼル遊びの広場（2歳
児）親子クッキング」が開催され、12組の親子が参加し
ました。お母さんと一緒に粉をこねたり、まるめたり、具
を詰めたりして、おいしいツナパンが焼きあがりました。

「パン作り頑張りました。よく
できました」アンパンマンのパ
ンを作った北島由

よ し え

恵さん（東町)
「アンパンマンおいしいです」
北島結

ゆ な

奈ちゃん

Voice

小布施中学校3年生　総合的な学習
農業を学び、小布施の「今」を知る

6
21

　小布施中学の3年生が総合的な学習の時間で専業
農家の小林潔

きよし
さん（大島）と、小布施に移住し農業研修

中の細野善
よしひろ

寛さん（水上）を招き授業を行いました。「農
業の魅力は」との質問に小林さんは「果実の成長を感
じながら作業できるのが喜び」とその魅力を伝えます。

「なぜ小布施を移住先に選んだのですか」との質問に、
細野さんは「みんなが町のことを考えていて、住みやす
い町だと思いました」と外から見た町の魅力を語りまし
た。生徒たちは基幹産業の農業を学び、小布施の「今」
を知り、町のためにできることを探していきます。

髙井鴻山記念館夏季展「大妖怪展」を開催しています

　夏の鴻山記念館は、妖怪たちの館です。鴻山
の描いた妖怪画は“バケモノ”といわれながら
も愛され続け、家々に受け継がれてきました。
妖怪画をみた友人が「是

これ

何物ぞ」と問うと、鴻山
は「予

われ
もまた之

これ
を知ら

ず」と答えています。あ
なたには何に見えます
か？
　六曲屏風などの屛風
5点のほか、掛け軸など
22点を展示しています。

会期　9月24日㊋まで
開館時間　9:00 ～ 18:00　（9月は17:00まで）
入館料　一般300円、高校生150円、
　中学生以下 無料
■問い合わせ　
　髙井鴻山記念館　☎026-247-4049

髙井鴻山筆
「妖怪図」

栗ガ丘小学校北斎巴錦鉢上げ

小学6年生が北斎巴錦を継承
６

19

　栗ガ丘小学校の6年生が、巴錦保存会の皆さんに協力
いただき、北斎巴錦の栽培に挑戦しています。この日は、
保存会の皆さんが15センチメートルほどに育てた苗を、
赤玉土と菊の土を入れた5号鉢に移し替える鉢上げ作
業を行いました。この苗は昨年の６年生が育てたものを、
保存会の皆さんが差し芽をして今年の６年生に継承した
ものです。鉢に土を入れすぎた子どももおり、保存会の
皆さんから丁寧に指導をいただきました。今回鉢上げし
た北斎巴錦は、子どもたちが毎日水やりをし、3本仕立て
に育てあげ、11月の皇大神社での菊花展に飾られます。
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知お知らせ

　10月1日に予定されている消費税率の引き上げによ
る消費への影響を緩和するとともに、地域経済の活性化
を図るためにプレミアム付商品券を発行します。
■購入できる人
　①令和元年度分の住民税が非課税の人
　　（ただし、住民税が課税されている人に扶養され
　　ている人、事業専従者となっている人、生活保護
　　を受けている人は購入できません）
　②子育て世帯（平成28年4月2日～令和元年9月30
　　日生まれのお子さんがいる世帯）の世帯主で、次の基
　　準日に小布施町の住民基本台帳に登録されている人

「プレミアム付商品券」を発行します
■商品券の購入額
　〇住民税が非課税の人　
　　1人につき、最大2万5千円分の商品券を2万円
　　で購入できます
　〇子育て世帯の世帯主
　　お子さん1人につき、最大２万5千円分の商品券
　　を２万円で購入できます
■その他
　〇商品券１枚あたりの額面は千円です
　〇商品券の利用が額面に満たない場合でも釣り銭は
　　支払われません
　〇商品券の転売や譲渡は禁止されています

重症度 症状 処置方法

Ⅰ度

・手足がしびれる
・めまい、立ちくらみがある
・筋肉のこむら返りがある（痛い）
・気分が悪い、ボーっとする

　涼しいところで休ませる。
冷やした水分や塩分を補給
する。誰かがついて見守り、
良くならなければ、病院へ

Ⅱ度

・頭ががんがんする（頭痛）
・吐き気がする、吐く
・からだがだるい（倦怠感）
・意識が何となくおかしい

　Ⅰ度の処置に加え、衣服
をゆるめ、体を積極的に冷
やす

Ⅲ度

・意識がない
・体がひきつける（けいれん）
・呼びかけに対し返事がおかしい
・真っすぐに歩けない
・走れない・体が熱い

　Ⅱ度で水分・塩分を自分
で取れないときやⅢ度の症
状であればすぐに病院へ

熱中症の症状と重症度

高齢者の熱中症予防ポイント
　①喉が渇かなくても水分補給
　②部屋の温度をこまめに測る（室温をほぼ28℃前後に
　　保つようにしましょう）
　③１日１回汗をかく運動をしましょう（運動習慣を身
　　に付ければ体温調整能力の老化を遅延できます）
子どもの熱中症予防ポイント
　①顔色や汗のかき方を十分に観察しましょう（顔が赤
　　く、ひどく汗をかいている場合には深部体温がかな
　　り上昇している可能性がありますので、涼しい環境
　　で十分な休息を与えましょう）
　②適切な飲水行動を習慣付けましょう
　③日ごろから暑さに慣れさせましょう
　④適切な服装を選びましょう（幼児は服の選択や着
　　脱のタイミングについて十分な知識がありません。
　　保護者や周囲の大人の指導が必要です）

熱中症を予防しましょう
夏本番を迎えます

～高齢者や子どもは特に注意を～

小布施分署からのお知らせ
須坂市消防署

■問い合わせ　須坂市消防署小布施分署
　　☎026-247-5901

東京バッハ合唱団小布施公演
日時　8月1日㊍　14:00開演
会場　おぶせミュージアム・中島千波館
出演　鏡貴之（テノール）、田尻明葉（ピアノ）、ARS　
　メンバー（器楽アンサンブル）、東京バッハ合唱団
　（合唱・斉唱）、大村恵美子（指揮）
プログラム　J.S.バッハ作曲（大村恵美子訳詞）カンタ
　ータ第109番、第166番　ほか
入場料　1,000円（入館料込）

ナイン・ミューズ・クラシック・2019
日時　8月24日㊏　16:00開演
会場　北斎ホール
プログラム　パセク＆ポール
　／グレイテストショーマン
　メドレー、エンニオ・モリ
　コーネ／ニューシネマパラ
　ダイス、加古隆／パリは燃
　えているか　ほか
チケット　前売り2,500円
　　　　（当日3,000円）

ポルトガルギターとマンドリンのDUO「マリ
オネット」＆「マリオネット・マンドリンオー
ケストラ」夏の宵のコンサート　小布施への道
日 時　8 月 31 日 ㊏
　　　16:00開演
会場　北斎ホール
出演　マリオネット、
　マリオネット・マ
　ンドリンオーケス
　トラ、小布施女声コーラス（特別出演）
プログラム　第 1 部　DUO「マリオネット」ステージ
　第 2 部　「マリオネット・マンドリンオーケストラ」
　ステージ、小布施女声コーラスとマリオネット・マ
　ンドリンオーケストラによる組曲「小布施への道」
チケット　前売3,000円（当日3,500円）
町内チケット取扱店　
　▶ア・ラ・小布施 ☎026-247-5050　▶小布施文
　化観光協会 ☎026-214-6300　▶髙井鴻山記念館
　☎026-247-4049　▶おぶせミュージアム・中島千
　波館☎026-247-6111　

■問い合わせ
　小布施音楽祭実行委員会　☎026-247-5050
　教育委員会生涯学習係　☎026-214-9111

■問い合わせ　
　企画政策課企画係　☎026-214-9102（制度について）
　健康福祉課福祉係　☎026-214-9108（申請について）
　産業振興課商工振興係
　　☎026-214-9104（商品券の購入について）

お子さんの誕生日 基準日

平成28年4月2日～令和元年6月1日 令和元年6月1日

令和元年6月2日～令和元年7月31日 令和元年7月31日

令和元年8月1日～令和元年9月30日 令和元年9月30日

■商品券申請から使用までの流れ

住民税が非課税の人 子育て世帯の世帯主

町内の商品券取扱事業所で使用してください
使用可能期間　10月1日㊋～令和2年2月29日㊏

　小布施郵便局または産業振興課窓口で商
品券を購入してください
受付時間　
　〇小布施郵便局　9:00 ～ 17:00
　〇産業振興課窓口　8:30 ～ 17:15
　（両施設とも土・日・祝日は除く）
購入可能期間　
　9月30日㊊～令和2年2月28日㊎

〇購入する際は「購入引換券」と免許証や
　マイナンバーカード、保険証などの「本
　人確認書類」をお持ちください
〇商品券は5千円単位での購入となります
　（5千円分の商品券を現金4千円で購入）
〇商品券取扱事業所は購入引換券と一緒に
　郵送する「取扱事業所一覧」でご確認く
　ださい

　住民税が非課税の人で、対象と思われる
人に申請書を郵送します。申請書に必要事
項を記入して健康福祉課福祉係へ提出して
ください
申請期間　7月25日㊍～ 8月23日㊎

　対象世帯の世帯主宛てに「購入引換券」
を郵送します

郵送予定　
　〇平成28年4月2日～令和元年7月31
　　日生まれのお子さんがいる世帯主へは
　　９月下旬
　〇令和元年８月1日～ 9月30日生まれの
　　お子さんがいる世帯主へは10月下旬

　対象となる人には、申請書に記載した住所
へ「購入引換券」を郵送します
郵送予定　9月下旬
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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～

農地パトロールを実施します

■問い合わせ　産業振興課農業振興係
　　☎026-214-9104

　「農地が適正に耕作されているか」また、「無許可で
駐車場などになっている農地がないか」などといった
状況を把握するため、農業委員会では農地パトロール
を実施しています。
　今年も次の概要で計画しています。実施期間中は、
農業委員や農地利用最適化推進委員が巡回し、場合に
よって農地へ立ち入ったりお話を伺ったりしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
期間　７月31日㊌～８月30日㊎
対象　小布施町内すべての農地

　遊休化した農地があると、病害虫の発生・繁茂の温
床となったり、最近では有害鳥獣が入り込んで危険に
なったりと、周辺農地の耕作者にとって迷惑となるだ
けでなく、地域一帯の問題になることもあります。
　農家の皆さんは、農地の維持や、果樹防除特報など
に基づく適切な管理を引き続きお願いします。
　また、周辺で同様の状況でお困りの人は、農業委員
会事務局までご一報ください。

田や畑の適正な管理を

小布施六斎市の出店者とステージ出演者
を募集します
　「小布施六斎市」を10月19日㊏・20日㊐に開
催します。また、６次産業センターでは「秋の味
覚祭」も開催されます。町の特産品、農産物等の
販売、鳳凰みこし、交流市町村物産市、コンサー
トなど多彩な内容です。

農産物等販売出店者を募集しています
　町内の農産物・特産品を販売しませんか。
　２日間の出店を原則とし、出店料は１テント当
たり１万円（テント・電気500ｗ・机２・いす５）、
8,500円（テント・机２・いす５）、8,000円（テ
ント・電気500ｗ）、6,000円（テントのみ）、ガ
ス等別途です。机・イス・電気の追加も可能です。

ステージ出演者を募集しています
　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。

（出演料は無料です。また、謝礼等はありません。）
申し込み
　販売出店・出演を希望する人は、８月16日㊎ま
でに産業振興課産業政策係へお申し込みください。

■問い合わせ　産業振興課産業政策係
　　☎026-214-9104

有
料
広
告農地転用

遺言相続

入管申請
日本行政書士会連合会 公式キャラクター ユキマサくん

涌井行政書士事務所
行政書士 涌井史明

小布施町大字小布施2166番地 （林）

TEL 026-214-3725/FAX 026-214-3755

E-Mail info@wakui-gyo.jp

困ったらお問い合わせ下さい

※各種許認可申請対応します

西東社編集部 編/西東社
　
　梅、みか
ん、柿、ブ
ルーベリー
など、人気
の果樹を網
羅。その数

４０種以上！ジャムもコンポートも
お酒もジュースもこの１冊でOK。
園芸ジャンルNo.1の果樹本です。

『里山食堂が教える果樹の収穫・
保存・料理』

富安陽子 文/大島妙子 絵/福音館書店

　地獄勤め
のオニのお
父ちゃん大
奮闘の絵本
第三弾。お
盆 に なり、
亡者たちの

里帰りの日がやってきました。亡者
のいない間の今日は地獄も年に一度
の大掃除です。何が起こるかな？

アルフレッド・アドラー 著/
長谷川早苗 訳/興陽館

 自殺願望、
統合失調症、
アルコール
依存症など
のケースス
タディから探
る「神経症と

いうもの」。アドラーの名著『Problems 
of Neurosis』邦訳。

『なぜ心は病むのか
いつも不安なひとの心理』

まちとしょ
テラソinformation 公式HPで最新情報をご覧いただけます

☎ 026-247-2747 / Fax 026-247-4504
開館時間　9:00 ～ 20:00

有
料
広
告

ながの電力
お問い合わせ
　　0120-121-851 電気の検針票で簡単料金シミュレーションできます

「人と自然エネルギーが心地よくつながるまち」を目指して
小布施町に、新しい電力会社が誕生しました。

8月の休館日▶６日㊋、13日㊋、20日㊋、27日㊋

 ワークショップ『テラソのがっこう』
の第２回目として「ブックカバーづく
り」を開催します。わたしたちの身の回
りには「デザイン」されたものが多くあ
りますが、本はどのように「デザイン」
されているのでしょうか。一緒に学び

ながら、お気に入りのブックカバーを作ってみませんか？
皆さんのご参加をお待ちしております。
日時　８月17日㊏　13：30 ～ 15：30
場所　まちとしょテラソ多目的室
講師　横山詩歩さん（デザイナー）
参加費　500円　　
持ち物　自分の好きな本（絵本も可）
定員　20人（小学生以上）
申し込み　テラソカウンターまたは電話でお申し込みくだ
　　　　さい

テラソのがっこうを開催します 　夏のイメージのひと
つに、植物がグングン
成長するってありませ
んか？ 向

ひ ま わ り
日葵 や朝顔、

クレマチスなど思いっ
きり茎やつるを伸ばし
ています。植物のみな
らず、成長するには必
要な条件がありますね。夏休み明けに子どもたちが成
長したと感じるのは、普段体験しない事を体験したか
ら？まずは行動ですね！本を探しにお越しください。

8 月のテラソ百選のテーマは「成長」です

お盆中の開館時間▶14日㊌、15日㊍、16日㊎　9：00～17：00

８月のおはなし会

日　時 内　容

８月 10日㊏ 10:30 ～ お父さんの読み聞かせ会

８月 23日㊎ 15:30 ～ 低学年のためのおはなし会

８月 24日㊏ 10:30 ～ おはなし会

今月の棚からひとつかみ
― テラソおススメの本をご紹介します ―

池井戸潤 著/ダイヤモンド社

  池 井 戸
潤最 新 作！ 
2019年7月
放 映、ドラ
マ「ノーサイ
ド・ゲーム」  
(TBS 日 曜
劇 場 )の 原

作。主演は大泉洋さん。経営戦略室
から左遷された男が挑む―。低迷ラ
グビー部を“経済的に”立て直せ！

『ノーサイド・ゲーム』 『オニのサラリーマン
じごくの盆やすみ』
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DO

※掲載希望のグループは、公民館までご連絡ください。

陶芸の会  土
どしょう

笑会

!?一緒に 　会の名は「名前はどうしよう・・」から決まったとのこと。
物を創る遊び心がいっぱいの自由な楽しい集まりです。
創るものも自由、創りたいものを創っています。食器・花
器・オブジェ等何でもOK。色付けの釉

ゆうやく
薬は自然釉

ゆう
。自分

たちで先生の指導の下、りんごの木の灰等を使って創っ
ています。とっても趣のある良い色が出ます。講師は小布
施町在住の佐藤先生。私たちの思いもよらない発想で作
品がグレードUP。ちょっとやってみようかな・・という方、
１回500円で体験できます。ぜひ楽しんでみてください。
講師　佐藤敬一郎先生　作陶日　第2、４土・日曜日
時間　10:00 ～ 16:00　
場所　ふるさと創造館
窯　年1 ～ 2回　会費　月2千円
お問い合わせは公民館まで

☎026-214-9111

series
192

　６月11日㊋は、１年生が年長さんの時にお世話になった
幼稚園・保育園の先生たちが様子を見に来てくださる日で
した。みんな朝から、わくわく、そわそわ…。教室に懐かし
い先生たちの姿が見えると、満面の笑みで手を振っていま
した。授業は、どのクラスもひらがなの学習をしているとこ
ろを見ていただきました。「上手に書いているね」「一生懸命
書いているね」とほめていただきました。わずかな時間です
が、先生たちを囲んでお話をしました。楽しかったことをお
話ししたり、久しぶりにおんぶしてもらったりとうれしそう
な子どもたちでした。ちょっと恥ずかしかったけれど、先生
に会えてうれしかったよ。先生、来てくれてありがとう。

学校・園だより
「幼稚園・保育園の先生たちが来てくれたよ」　栗ガ丘小学校 1 年生POST

〒学 校

第64回

心
の和

人権教育

逢瀬神社鳥居等建立の記念写真（昭和14年）（大内家写真） 建立工事の記念写真（昭和14年）（大内家写真）

学び、せいそう、かかりや児
童会の仕事などをがんばるこ
とや、１日１回いいことをす
る、です。みんな、目標にむ
かって、がんばっています。
　わたしのクラスは、とても
仲が良いです。いろいろな人
と仲良く出来て、とてもいい
クラスです。
　あと、何かえらぶときに、「こんなのいいんじゃない」
などアイデアを出してくれたりするので、とても、うれ
しいです。友達が色々言ったりしてくれるので、すごく
たのしいです。もっと友達と仲良くしていきたいです。

（平成30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）

　わたしのクラスの学級目標は、「え」「が」「お」です。
「え」は、えがおいっぱい。「が」は、がんばる力。「お」は、
おもいっきりやるです。みんな学級目標をすごくがん
ばっています。休み時間に、友達と教室で遊んだり、外
で遊んだりしているとき、みんな、えがおいっぱいです。
授業中は、みんなノートをとったり、友達と話し合いを
したり、しんけんに先生の話をきいたり、とてもがんばっ
ています。クラスマッチのときなどは、練習をがんばっ
て、本番は、おもいっきりやります。みんな「え」「が」「お」
をがんばっています。他に、わたしたちは、２学期の目標
として、「一日を大切に」というものをがんばっています。

みんな「え」「が」「お」
栗ガ丘小学校 5 年 2 組　小林莉

り お
緒

文書館ワークショップを開催します
　古文書等の史料や町の歴史について理解を深めて
いただくため、ワークショップを開催します。
　本町大島集落が、近世の元

げ ん な
和年間に千曲川対岸の

水内郡から現在地へ移郷し満400年を迎えるに当
たり「大島四百年誌」が２月に発行されました。
　今回は、この編纂

さん
主筆を務められた小林暢

の ぶ お
雄さん

を講師に、地域誌の刊行に携われた経験をもとに、
大島四百年誌に紹介された新田開発に係る「島津文
書」（町宝）をはじめとする数々の史料に対する解説
を交えながら、地域の歴史についてお話をしていた
だきます。受講料は無料、申込みも不要です。どう
ぞお気軽にお出掛けください。

日時　８月３日㊏　18:30 ～ 20:00
場所　公民館３階講堂
テーマ　「地域誌の刊行について」
　　　　－大島四百年誌を中心に－
講師　郷土史家・大島四百年誌編纂委員会編纂主筆
　　　小林暢雄さん

■問い合わせ　文書館　☎026-214-9114

大島区民の崇敬を集める大嶋神
社と御神木のケヤキ

有
料
広
告
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暮らしの情報

納期限は 9月2日 ㊊です

忘れないで 8月の納付
町県民税　　　　 2 期

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金を財
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
ポンプを消防団（第1分団第1
部）に配備しました。

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 有
料
広
告

6 月号：入稿予定日 5 月   15 日
　　　　発行日　　6 月   20 日

町報おぶせ　枠サイズ：横 177 ㎜ × 縦 52 ㎜
　　　　　　色：カラー

（（

（ （

寄付のお礼 厚くお礼申し上げます。

愛知県蟹江町 藤下 真人 様　　　20,000円
神奈川県藤沢市 矢島 豊海 様　　15,000円
愛知県安西市 福田 朋治 様　　　50,000円
愛知県安西市 福田 由子 様　　　35,000円

東京都墨田区 船山 信夫 様　　　 15,000円
東京都千代田区 竹内 敏 様　　　 35,000円
東京都港区 成井 達郎 様　　　　 10,000円
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　髙橋紀久子さん（矢
島）が法務大臣から人
権擁護委員に委嘱され
ました。任期は令和元
年７月１日から令和４
年6月30日までの3年
間です。

　「現在、町内を中心に   
さまざまな立場、職業の

方から結婚相談も受けています。長年の勤務
経験を生かしながら女性、高齢者、障がいの
ある人の人権擁護のお手伝いができれば幸い
です」と髙橋さん。人権擁護委員は原則、毎月
第1水曜日に北斎ホールで人権相談を行って
いるほか、長野地方法務局での常設相談所で
も相談に応じています。相談は無料で、秘密
は厳守されます。お気軽にご相談ください。

髙橋紀久子さんが人権擁護委員に
委嘱されました

髙橋紀久子さん

ちゃん

4 歳おめでとう！弟に優
しい蒼君♡お友達と元気
にたくさん遊んでね」

 あらい  ・   あお

荒井 蒼くん

H27.7.30生

荒井佳和 （水上）より宜枝母父

「

おぶせっこ
大集合!!

7 月 生 ま れ

まゆちゃんお誕生日おめ
でとう。これからも活発
で元気に育ってね！」

こばやし  ・ まゆか

小林 万結香
H30.7.5生

小林玄幸父 （横町）より香織母

「

8月、9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（先着４人）（デー
タは２ＭＢ以下）
●応募締切
☆８月生まれ　7月31日水○

☆９月生まれ　８月30日金○

●応募先　総務課総務係　
☎026-214-9100（直通）
　 soumu@town.
　 obuse.nagano.jp

お誕生日おめでとう。ど
んどん大きくなってくだ
さい！」

「

おぶち  ・　しん
小渕 慎くん

H29.7.25生

小渕浩平 （伊勢町）より彩子母父

おしゃべりが上手なあゆ
むくん。これからも沢山
お話ししようね。」

　いまい  ・ あゆむ

今井 歩夢くん

H29.7.19生

今井浩父 （林）より香織母

「

子どもは宝！再発見
おぶせ口頭詩プロジェクト

「え？バスでどこ行くの？」

♦子ども用品を売っている
「バースデー」に行こうかな？
というつぶやきを聞いてひと
こと。

たくまくん／４歳

「じゃあこはるは動物園に
行く！」
♦卒園シーズンで、ほかのお
友達が〇〇保育園や〇〇幼稚
園に行くと言っているときの
ひとこと。

こはちゃん／２歳

8月の各種相談 問い合わせ　各種相談☎026-247-3111
相談内容 日　　時 相　談　員 場　所　等

人権相談
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㊋、20日㊋
13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール

事務室
行政相談 16日㊎

9:30 ～ 11:30 行政相談委員 北斎ホール
相談室

あったか
介護談話室

19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

8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

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㊋・㊌・㊍

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00

結婚専門相談員 公民館結婚
改善委員会室

心のサポート
相談

毎週㊍・㊎
13:00 ～ 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

おぶせ交流館
2階相談室

☎026-214-6651

法律相談
20日㊋

14:00 ～ 16:00
※要予約

弁護士 北斎ホール
相談室

有
料
広
告

小布施カレンダー2019.8月
日  ・  曜 行事名 時　間 場　所 ページ

1 木○○
オレンジカフェくりんこ
小布施音楽祭「東京バッハ合唱団　小布施公演」
運転免許特定任意講習会

13:30 ～
14:00 ～
18:30 ～

千年樹の里/健康福祉センター
おぶせミュージアム・中島千波館
須坂警察署

13P

2 金○○ まちづくり委員会ビアアーベント 18:00 ～ 20:00 おぶせミュージアム・中島千波館

3 土○○ 文書館ワークショップ
「地域誌の刊行について ―大島四百年誌を中心に― 」 18:30 ～ 20:00 公民館講堂 17P

4 日○○
5 月○○
6 火○○ エンゼルあそびの広場（0歳児）

ダンスで脳元気教室
9:45 ～

13:30 ～
エンゼルランドセンター
千年樹の里/健康福祉センター

7 水○○
8 木○○
9 金○○

10 土○○
11 日○○ 資源物の日曜回収 7:00 ～ 9:00 生活支援ハウス駐車場

12 月○○
13 火○○ HLAB  OBUSEサマースクール　（～19日）

14 水○○
15 木○○
16 金○○
17 土○○
18 日○○
19 月○○
20 火○○

21 水○○
エンゼルあそびの広場（1歳児）
須高広域シルバー人材センター入会説明会
ウオーキング健康教室

9:45 ～
13:30 ～
13:30 ～

エンゼルランドセンター
桃源荘
北部体育館

22 木○○
23 金○○ エンゼル誕生会 10:30 ～ エンゼルランドセンター

24 土○○ 小布施音楽祭「ナイン・ミューズ・クラシック・2019」 16:00 ～ 北斎ホール 13P

25 日○○
26 月○○ チャレンジのど自慢教室 13:00 ～ 千年樹の里/健康福祉センター

27 火○○
28 水○○ エンゼルあそびの広場（2歳児） 9:45 ～ エンゼルランドセンター

29 木○○
30 金○○ エンゼルプール最終日 9:30 ～ エンゼルランドセンター

31 土○○ 小布施音楽祭「マリオネット」 16:00 ～ 北斎ホール 13P



23 町報 おぶせ　2019(　　元 )-7令和 22町報 おぶせ　2019(　　元 )-7令和 22町報おぶせ　2019(　　元 )-7令和

series

23 町報おぶせ　2019(　　 元 )-7令和

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

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

3・4カ月児健康診査 8月 21日㊌ 受付 13:00 ～ 13 :15 平成31年4月  ～ 令和元年5月生まれ

10・11カ月児健康診査 8月20日㊋ 受付 13:00 ～ 13 :15 平成30年9月  ～ 10月生まれ

子育て教室・こっこ塾
（6・7カ月児） 8月22日㊍ 受付   9: 30 ～  9：45 平成31年1 月  ～ 2月生まれ

広報員が応援している人を紹介します
series 73

Obuse 「寄っとくんない 見てくんない」

「小布施」を胸に襷
たすき

を繋ぐ市町村対抗駅伝！

私が応援しているのは

サトイモ科の植物　セキショウ
　雁田山の裾

すそ
、せせらぎ緑道に沿って流れる小川の一

部にセキショウが生育しています。セキショウは、水
辺に生育するサトイモ科の常緑植物です。細長い葉の
植物で、葉の中に隠れるように細長い軸に小さい花が
密集して付いています。この花は人に気付かれること
はほとんどありません。今では小布施町でも特定の場
所でしか見られない植物になりました。サトイモ科の
植物には、ショウブ、ミズバショウ、コンニャクなどが
あります。せせらぎ緑道を歩く機会があったら探して
みてください。　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse

　　88vol.

彩発見
Sai

　「長野県市町村対抗駅伝競走大会」は松本平広
域公園陸上競技場をスタート・フィニッシュに、
全42.195kmを９区間で結ぶ駅伝大会です。毎年
４月に開催され、中・高校生と社会人のランナー
たちが、日々の練習と襷の力で、熱い走りを繰り
広げています。小学生駅伝も白熱です！

胃がん・大腸がん検診を受診しましょう

広報員
小林大介さん（東町）

1 2

1_セキショウの株
2_セキショウの実

撮影日：6月24日
撮影地：せせらぎ緑道

　駅伝との出会いは中学２年生の時、小布施町の代
表として走らせて頂いた市町村対抗駅伝でした。生ま
れ育った小布施町のために監督として貢献できるよ
うに町の部３位以内を目指してがんばっていきます。

監督　小林  豊さん（栗ガ丘）のコメント

今年は雨のレース
となりました。
1_小布施中の町田
遥
はる

さん（上町・右側）。
2_アンカーの荒井
佑輔さん（大島）

1

2

　バリウムを飲んでエックス線写真を撮影する胃
がん検診と、便潜血検査による大腸がん検診を実
施します。この機会にぜひ受診しましょう。
日時　8月27日㊋～ 30日㊎の4日間
受付　7:20 ～ 9:00
場所　保健センター
対象者　令和2年3月31日時点で年齢が40歳以       
　上の人
受診料　胃がん検診1,000円、大腸がん検診500円
無料で受診できる人
　40 歳、50 歳、60 歳、70 歳、80 歳、90 歳、100
　歳（令和2年3月31日現在の年齢）
その他　過去に胃や腸の病気にかかった人は医療
　機関での内視鏡検査をお勧めします

　「借金を返せない」「眠れない」「仕事がきつい」「死
んでしまいたい」など、どこに相談していいかわから
ない、さまざまな悩みや事情を弁護士や精神科医等
の専門家がじっくり聞きます。ぜひご利用ください。
期日　8月1日㊍　15:00 ～ 19:00
場所　須坂シルキーホール　3階大ホール
その他　相談は無料で、秘密は厳守します。事前
　予約は不要です
主催　須高精神保健福祉連絡協議会
■問い合わせ　健康福祉課健康係
　　☎026-214-9107

プレミアム付商品券取扱事業所を募集します
（関連ページ 12P）

　10月1日から実施予定のプレミアム付商品券
事業の商品券取扱にご参加いただける事業所を
募集します。

■事業概要
　使用期間　10月1日～令和2年２月29日
　商品券の額面　1,000円
　商品券使用の対象外となる商品等
　　〇たばこ
　　〇切手、はがき、商品券など換金性の高い
　　　もの
　　〇公共料金　

　精算方法　使用済みのプレミアム付商品券を
　　企画政策課窓口ににお持ちください。
　　後日、ご指定の口座に振り込みます。
■募集要項
　対象事業所　町内に店舗を構える事業所
　申込方法　産業振興課商工振興係または町ホ
　　ームページにある「プレミアム付商品券取
　　扱店舗申込書」をご提出ください
　申込期限　８月30日㊎
■申し込み・問い合わせ
　　産業振興課商工振興係　☎026-214-9104

　須高管内で百日せきの発症が報告されていま
す。百日せきは、せきやくしゃみなどに含まれる
細菌によって感染(飛まつ・接触感染)します。
　小さいお子さんが感染すると、重症化し命にか
かわることもあります。
　大人は、せきが続きますが軽い症状の場合が多
く、受診・診断が遅れ気づかないうちに乳幼児へ
の感染源になることが問題です。

こころ・仕事・法律のなんでも相談会を開
催します

百日せきが発生しています！

予防のポイント
①予防接種
　百日せきのワクチンは４種混合ワクチンと
して、生後３カ月から7歳半までに4回接種
します。接種が済んでない場合は早めに接種
しましょう。
②早めの受診
　◆ せきが1週間以上長引いている
　　（せき込みが続く）
　◆ 笛の音のようなせきが出る
　以上のような症状があり、感染が疑われる
場合は速やかに受診しましょう。医療機関を
受診し適切な抗菌薬を飲めば治ります。
③せきエチケット
　周りの人に移さないようにするためにも、せき
エチケットに心がけましょう。症状がある時はマ
スクを着用し、せき・くしゃみをするときはティッ
シュ等で口や鼻を覆い、周りの人から顔をそむけ
て、しぶきをかけないようにしましょう。
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　小布施町スポーツ少年団の男子バレーボールチー
ムが、先月30日に行われた「第39回全日本バレー
ボール小学生大会長野県大会」で優勝し、8月6日か
ら神奈川県で開催される全国大会に出場します。　　
　栗ガ丘小6年の小田切航

こ う き
輝さん（山王島）は「県大

会では思いどうりのプレーができてよかった」と優勝
の喜びを語り「ベスト16を超えたい」と全国大会へ
の意気込みを示しました。また「お父さんも小学生の
時に同じ大会に出ているので、お父さんを超えたい」
とも話し、大舞台での『お父さん超え』を目指します。

県大会優勝！全国の舞台へ

　小布施まちづくり語らい座が6月21日㊎に公民館
講堂で開催され総勢65人が参加しました。今回は市
村次夫さん（株式会社小布施堂代表取締役）を講師に

「歴史を尊ぶ町民主体のまちづくり」について語って
いただきました。江戸時代の頃の小布施町、小布施町
並修景事業、これからのまちづくりなどのさまざまな
お話に加え、「暮らしていて面白いかどうかの視点を
物差しにする」、「まちづくりのセンスとは知識の集積
である」などの金

きんげん
言をいただきました。参加者からは

まちづくりについて熱心な質問が飛び交いました。

「歴史を尊
たっと

ぶまちづくり」を語らう
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　「お肴
さかな

謡
うたい

ってなんだろう？」が６月15日㊏、公民館
講堂で開催されました。第1部は子ども教室の皆さん
による鶴亀の披露、宝生流能楽師シテ方の佐野登先生
から謡曲の解説をいただいた後、能楽ワークショップ
として、能「黒塚」について、実際の衣装と面

おもて
を参加者

につけてもらい、佐野先生に黒塚の仕舞をご披露いた
だきました。般

はんにゃ
若の能面を付けた唐沢百合子さん（東

町）は「能面は相当重いです」と驚きを語りました。第
２部は「実践、体験！お肴謡」として、小布施の郷土料
理と地酒で宴席をし、中締めにお肴謡を実践しました。

暮らしに根づいた伝統を体験 情

報ラ
イナー

お届けします
まちの話題を


