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〇「どんな内容か知っている」は1割に満たない数字となり
　ました
〇「ヘイトスピーチ解消法」「障害者差別解消法」「いじめ防
　止対策推進法」の認知度に対する設問の回答も1割以下
　でした

〇「小布施町にもまだあると思う」は前回調査から4.9
　％減少しています
〇「ほかにはあると思うが、小布施町にはないと思う」、
　「小布施町にもまだあると思う」の合計は、前回調査
　から2.7％減少していますが、おおむね2人に1人は
　部落差別がまだあると回答しています。

〇「学校での人権教育」が前回調査に引
　き続き最も高くなっています。

■ あなたは、平成28年12月に施行された部落差別の解消の推進に関する法律
　（部落差別解消推進法）についてご存知ですか

■ あなたは、部落差別が現在でもあると思いますか

■ あなたは、今後町は人権問題の解決に向けて、どのようなことに力を入れていけ  
　 ばよいと思いますか（複数回答）

どこにもないと
思う 9.4%

ほかにはあると
思うが、小布施
町にはないと思

う 23.6%

小布施町にも
まだあると思う

24.4%

わからない
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内容は知らない
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ことがある
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知らない 64.7%

部落差別の解消の推進に関する法律
第１条（目的）　この法律は、現在もなお部落差別が存在
　するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関す
　る状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民
　に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に　
　のっとり、部落差別は許されないものであるとの認識
　の下にこれを解消することが重要な課題であることに
　鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並び
　に国及び地方公共団体の責務を明らかにするととも　
　に、相談体制の充実等について定めることにより、部
　落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を
　実現することを目的とする。
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学校での人権教育

人権意識を高める啓発広報活動

人権が侵害された被害者の救済や支援

専門の相談機関・施設の充実

企業や職場での人権教育

国、地方自治体、団体等の連携

人権侵犯事件の調査・処理

公民館（分館）などでの人権教育

人権に関する情報収集、提供

H30 H25
回答者数 2,598人 2,691人
回答率 86.6％ 89.7％
男性 1,087人（41.8％） 1,044人（38.8％）
女性 1,219人（46.9％） 1,271人（47.2％）

性別不明 292人（11.2％） 376人（14.0％）

回答者の内訳　小布施町では、平成 30 年度に 5 年に一度の
「人権問題に関する社会意識調査」を実施し
ました。町民の皆さん（18 歳以上）3,000 人を
対象にし、今後の人権尊重のまちづくりへの
活用を図るため実施したものです。
　今回、結果がまとまりましたので、その一
部を紹介します。

〇おおむね3分の2の人が「そう思う」「どちらかという
　とそう思う」と回答しています
〇「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」と
　いう人が、前回調査から2.7％増加しています

〇障がい者に対する人権が前回調査に続き最も関心が高くなっています
〇「犯罪被害者やその家族」「性的指向、性同一性障害」に関する関心が高まっています

■ あなたは、今の日本が基本的人権が尊重されている社会だと思いますか

■ 日本の社会には基本的な人権に関わる様々な問題がありますが、
　 あなたは、何についての人権問題に関心がありますか（複数回答）
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日本国憲法
第11条　国民は、すべての基本的人権の享有を妨
　げられない。この憲法が国民に保障する基本的人
　権は、侵すことのできない永久の権利として、現
　在及び将来の国民に与へられる。
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犯罪被害者やその家族

同和
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刑を終えて出所した人

外国人

トピックス　平成30年度 
　　　　  人権問題に関する社会意識調査を行いました

※四捨五入の関係でパーセンテージの合計が100％にならないことがあります
※複数回答の設問はパーセンテージの合計が100％を超える場合があります

　調査結果の概要は、自治会や
コミュニティで行われる区民人
権学習会、人権教育講座などで
も報告するとともに、これから
の町の施策に生かします。
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左 _林 映心くん（栗ガ丘小6年・雁田）　中 _田中健介さん（小布施中2年・福原）　右 _木下晴稀さん（伊勢町）
ワールドカップに出場する町内3選手

　2017 年に続いて 2 回目となるスラックラインの
ワールドカップが小布施町で開催されます。世界各国
から予選を通過した17人のトップ選手がエントリー、
日本からは小布施町の選手を含む7人が選ばれまし
た。今大会は新ジャッジングシステムを使用し、新た
な世界基準となる大会運営を目指します。
　観戦は無料、会場で世界トップレベルの技をぜひお
楽しみください。
日時　9月15日㊐　9:00 ～　公開練習 9月14日㊏
会場　小布施総合公園（ハイウェイオアシス）
主催　一般社団法人スラックライン推進機構
共催　小布施町／小布施町教育委員会
　　　株式会社Goolight
後援　外務省／スポーツ庁／長野県／長野県教育委員
　会ほか
■問い合わせ　大会本部　☎070-4413-5991
   小布施町教育委員会　☎026-214-9111

　町では、地域活性化の取り組みへの
支援として「ガバメントクラウドファ
ンディング」を活用し、スラックライ
ンを広く日本国内・世界に発信する
ため『スラックラインワールドカップ
2019』へのふるさと納税の寄付を募
りました。目標金額 300 万円に対し
て、多くの皆さんから総額280万円の
寄付をお寄せいただきました。
　いただいた寄付金は「スラックライ
ンワールドカップ2019」の運営に活
用させていただきます。

たくさんのご寄付、ありがとうござ
いました
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情報 Hot Line

文書館ワークショップ

地域の歴史と個性に触れる
8

3

　2月に刊行された「大島四百年誌」で編さん主筆を務
められた小林暢

の ぶ お
雄さん（大島）によるワークショップを

公民館講堂で開催し49人が参加しました。「地域誌の
刊行について～大島四百年誌を中心に～」と題し、これ
まで町内で刊行された数々の地域誌についてお話しい
ただきました。小林さんは「小布施町はそれぞれの地
域が強烈な個性を持っている。地域誌は、地域の持つ
特徴を一番知っている、そこに暮らす人が編集に携わ
るのが理想」と話し、参加者たちは今の小布施を作っ
てきた、多様な地域の物語に聞き入っていました。

第61回長野県消防ポンプ操法大会

支えてくれた団員たちに感謝
7
28

　小布施町消防団が飯田市で開催された「第61回長
野県消防ポンプ操法大会」に須高地区代表として出場
しました。上位入賞に向け、団員が一丸となった6週間
の挑戦は13チーム中10位という結果でした。

地域おこし協力隊 活動通信
図るための総務省の取り組みです。全国では、5,359
人（平成30年度）が活動しています。
　現在、小布施では2人が活動しています。

＃1

河合雅司さん講演会

おもてなしで異質なまちづくりを
7
24

　「人口減少社会におけるこれからのまちづくりを考え
る」と題し、ベストセラー『未来の年表』著者の河合雅
司さんの講演会を公民館講堂で開催しました。「今の子
どもたちが大人になる頃には、世界中のどの国も経験し
たことのない人口激減期を迎えます」と河合さん。「少人
数でも豊かに暮らせる仕組みづくりが大切」と語り「そ
れには徹底したおもてなしで関係人口を増やすこと。小
布施町は大きな可能性を秘めている。これまでの価値観
にとらわれない異質なまちづくりを行政と住民で進めて
ほしい」と64人の参加者にエールを送りました。

2018年夏～
　おぶせ交流館を中心に、現在まで
約60組130人のクリエーターを受
け入れてきました。その中で、北斎
館が所蔵する北斎の怒濤図から京友
禅のアロハシャツが生まれました。
北斎館での販売も開始しています。

2018年10月

　ふるさと納税でクラウド
ファンディングを行い、景
観と調和するソーラーパ
ネルをおぶせ交流館に設置
し、検証を続けています。

2018年12月

　小布施町内の企業と町外
のクリエーターをつなぐイベ
ントを開催しました。今後も
クリエーターと小布施町をつ
ないでいきたいと思います。

景観に配慮したソーラーパネルの設置 おぶせクリエーターキャンプ

2019年1月～

　町内の方へのアンケートな
どをもとに、役場のホームペー
ジのリニューアルを検討して
います。３月には、小布施町公
式LINEの導入をサポートしま
した。

　地域おこし協力隊とは、都市地域に住む人が地域活
動に関わる仕事をしながらその地域への定住・定着を

2017年12月～さん塩澤耕平
プロジェクト
・クリエーターの集ま
　る拠点づくり
・環境と景観に配慮し
　たエネルギーの活用

2019年1月～
プロジェクト
・情報発信のしくみづ
　くり
・図書館のワークショッ
 プやイベントの企画

鈴木まり子さん
2019年7月
図書館まつりの企画
　日頃の町立図書館の取り組みを
知っていただく機会となるよう、図
書館のスタッフの皆さんと一緒に２
日間のイベントを企画しました。

2019年6月～
ワークショップ　テラソのがっこう

　町内の方や小布施に関わりの
ある方を講師に迎え、全５回の
ワークショップを開催します。
第１回は保存期間の過ぎた新聞
を使った「新聞アート」でした。 

地域メディアプロジェク
トメンバーと一緒に情報
発信のしくみを研究

Voice
　一致団結して目標に向ってい
く時間は楽しかったです。これま
で支えてくれた団員たちには感
謝しかありません。指揮者とし
て出場した町田恭介さん（上町）

公式 LINE 導入／町ホームペー
ジのリニューアル計画を策定

第40回小山田杯小布施町少年少女球技大会

優勝は山王島、福原
7
28

　青少年の健全育成を目的とした小山田杯小布施町少
年少女球技大会（種目：キンボール）を総合体育館、中
学校体育館で開催し、小学生31チーム190人、中学生
25チーム146人の白熱した戦いが繰り広げられまし
た。大会の結果は下記のとおりです。
〇小学生の部　優勝 さんちゃ～んず（山王島育成会）
　準優勝 林中華（林育成会）　3 位 雁田（雁田育成会）
〇中学生の部　優勝 Boy’s（福原育成会）
　準優勝 チームyokoyoko（横町育成会）　3 位 羽場  
　ガールズ（羽場育成会）

有
料
広
告
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知お知らせ

里親

制度

特定
計量器

〇救急車を適正に利用しましょう　
　須高地区の平成30年中の救急出動件
数は 3,096 件（前年比 108 件の増）、搬
送人員は2,997人で、そのうち小布施町
管内の救急件数は431件（前年比15件
の増）でした。また、須高地区で搬送し
た人のうち約40％は軽症や緊急性の低
い人でした。救急車は小布施分署から出
動しますが、救急要請が重なった際は須
坂市や高山村の消防署から出動すること
もあり、到着が遅れ救命に影響する恐れ
があります。
〇ためらわずに救急車を呼ぶべき症状を
　確認しましょう
　消防庁ホームページには、ためらわず
に救急車を呼ぶべき症状を解説したリー
フレットが世代別に掲載されています。
家庭や職場でご活用ください。
■問い合わせ　須坂市消防署小布施分署
　　　　　　　　☎026-247-5901

救急車の適正利用をお願いします

　

　町内で収穫された栗を使った「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。
○栗の皮むき
日時　10月3日㊍　14: 30 ～
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
○給食交流会（ボランティア対象）
日時　10月4日㊎　12: 50 ～
場所　小布施中学校ランチルーム
その他　給食費（316円）の負担をお願
　いします
■申し込み　教育委員会子ども支援係
　　☎026-214-9110

栗の皮むきボランティアを
募集します

有権者数　9,216人
投票者数　5,227人
投票率　　56.72％

比例代表　投票結果

名簿届出政党名等 名簿届出政党等 名簿登録者

 日本共産党 　　　　474 　　　26

 自由民主党 1,291 391

 オリーブの木 5 1

 社会民主党 78 13

 公明党 285 70

 国民民主党 638 135

 日本維新の会 225 25

 幸福実現党 25 5

 立憲民主党 876 115
 労働の解放を
 めざす労働者党 19 5

 NHKから国民を
 守る党 67 9

 安楽死制度を考
 える会 22 4

 れいわ新選組 127 93

有効投票数　5,024票
無効投票数　  203票

候補者氏名 党派の名称 得票数

 羽田雄一郎  国民民主党 2,754

 斉藤よしあき  労働の解放をめざす労働者党 94

 小松ゆたか  自由民主党 2,138

 古谷　孝  NHKから国民を守る党 130

７月21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

有権者数　9,216人
投票者数　5,229人
投票率　　56.74％

長野県選出議員選挙　投票結果

有効投票数　5,116票
無効投票数　  113票

　小さな頃から親に連れられて投票所に行っ
ていたので、18歳になったら投票には行くも
のだと思っていました。コンビニやインター
ネットで投票できるようになると、もっと若い
人も投票に行くと思います。今回は新聞を読
んで、進学する際の奨学金制度などの政策で
自分の考えに近い政党に投票しました。私たち
が大人になった時にも生活に困らない社会に
なってほしいし、そのためにも毎回選挙に行っ
てしっかり1票を投じたいと思います。

須坂東高校3年（18歳）
吉田丈

と も き
輝さん（矢島）

Voice

子どもたちが勉強できる場所を作って

ほしい

私の意見箱
町政への意見を各自治会に設置の意見箱
へお寄せください。いただいた意見を参考
に町政運営を進めます。

回答

　子どもが図書館で勉強しようとしても席がいっぱい
で、多目的室も開放してもらえませんでした。図書館内
に席を増やす、役場の中に勉強室を作るなど、町の子ど
もたちのためにスペースを作ってあげてください。

　図書館の勉強には自習席を使っていただいており、満席
になったときに多目的室を開放しています。ご意見をいた
だきました、図書館内に席を増やすことはスペースの都合
上できませんので、多目的室が満席の時は役場2階の食堂
や食堂北側の公民館ホールをご利用ください。
　今後、使用にあたってのルールについて改めて児童生徒
の皆さんにお知らせしていきます。　　　　
■問い合わせ  教育委員会生涯学習係  
　　　　　☎026-214-9111

ボランティアに毎年Ｔシャツを配るの

はお金がもったいない
意見

　見にマラソンでは毎年新しいＴシャツをボランティ
アに配っているのでしょうか。ボランティアでない人も
持っているのはなぜですか。税金で作っているなら町
民全員に配るべき。また何枚も配らないようにしてほし
い。お金がもったいない。もっと違うことに使うべき。

回答
　ボランティアＴシャツは、以前から参加されている方
はすでにお配りしてあるものを着ていただき、初めて参
加された方には新たにお配りしています。また、マラソ
ンの機運を盛り上げるためＰＲ用Ｔシャツを作成し、
大勢の皆さんと接する機会の多い町内金融機関などに
お勤めの皆さんに、大会2週間前から着ていただいてい
ます。なお、見にマラソンの費用は主にランナーの皆さ
んの参加料と企業様などからの協賛金により賄われて
います。今後とも、町民の皆さんのご理解とご協力をお
願いいたします。
　■問い合わせ　小布施マラソン実行委員会事務局
　　☎026-214-6070

意見
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①農地の集約で経営の効率化を
　薬剤防除をはじめ数多くの農作業は品目ごとに耕作
地をできるだけ集中・
集積すると作業効率が
高まります。
　農地の集約は後継者
のためにも長期的な視
点で取り組んでいく必
要がありますが、忙しさや「土地を借りるのは相手が
あることで折衝が面倒」などの理由でなかなか手がつ
けられない人も多いのではないでしょうか。
　農業委員会では、農地専門相談員を通じ最新の農地
バンクなどの農地情報を提供するほか、ＪＡや農地中
間管理機構とも連携して支援しますので、お気軽にご

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～

◎議案
○条例の一部改正　１件（可決）
○令和元年度補正予算　２件（可決）
◎議案の概要
●条例の一部改正
◇小布施町資金積立基金条例
　森林環境譲与税を積み立て、森林整備に要す
る財源を確保することを目的として「小布施町
森林環境整備基金」を創設するものです。

●補正予算
◇一般会計

〔補正額〕969万４千円
〔補正後の額〕47億7,427万９千円
■ 歳出の主なもの

（民生費）
○子ども・子育て支援システム改修費等　
　305万７千円

（土木費）
○下水道事業特別会計繰出金　528万円
◇下水道事業特別会計

〔補正額〕528万円
〔補正後の額〕４億6,153万３千円

小布施町議会令和元年7月会議

　町議会７月会議では、基金の設置に伴う条例
改正などについて審議が行われました。

審議期間　7月17日

農地のことでお悩みはありませんか 相談ください。
②余力のあるうちに農地バンクへ登録を
　例年、春になってから農地を貸したい、売りたいと
の要望が農業委員会へ寄せられます。一方、規模拡大
を目指す農家は冬期間に労力確保などの経営計画を立
て、施肥や剪定などの作業を終えていることから、春
になってから新たに農地を借り規模を拡大することは
非常に困難です。
　農地を貸したり売ることをお考えの皆さんは、前
もって家族で栽培や経営の計画を検討いただき、良好
な肥培管理ができているうちに農業委員会に相談し、
農地バンクに登録するなどの準備を進めましょう。
■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
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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

自筆遺言セミナー開催
(９月２０日 １４時～)
北斎ホール２F 講習室

詳細はお問い合わせ
下さい

行政書士に
お任せ下さい

書き方が
分からない

農地転用、建設業、
運送業、ドローン、ｅｔｃ
各種許認可申請対応い
たします

そんなときは・・・

ディズニーファン編集部 編/講談社
　
　美しい

「 海 」を
テーマに
した、世
界でもこ
こだけの

ディズニーパーク！夢の一日を
かなえるパーフェクトガイドブッ
ク。

『東京ディズニーシーパーフェ
クトガイドブック ２０２０』

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
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9月の休館日▶3日㊋、10日㊋、17日㊋、24日㊋

９月のおはなし会

日　時 内　容

９月 14日㊏ 10:30 ～ お父さんの読み聞かせ会

９月 20日㊎ 15:30 ～ 低学年のためのおはなし会

9月 28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 ―

夏秋優 著/学研メディカル秀潤社

  ハチや
ダニなど
の 皮 膚
炎をおこ
す虫とそ
の 臨 床
像を、美

しい写真で示した『臨床図鑑』。
この１冊で虫と皮膚炎のすべて
がわかる。

『虫と皮膚炎』
　　田原総一朗 著/講談社

  田原総
一 郎 が
令 和 の
日本に見
出した４
人 の 気
鋭 の 政

治家小泉進次郎、村井英樹、小
林史明、福田達夫が縦横に語り
尽くす！ 

『令和の日本革命』

　明治の由来は五経の
一つである易

えききょう
経より「聖

人南
なんめん

面して天下を聴き、
明に嚮

むか
ひて治む」です。

　「降る雪や明治は遠く
なりにけり」と詠んだ
中村草

く さ た お
田男でなくとも、

はるか遠い時代と感じ
る今、古き良き時代を懐古するのも風情があってよい
かと思います。

9月のテラソ百選のテーマは「明治」です

　まちとしょテラソ開館10周年を記念して、記念イベ
ントを開催します。
日時　9月21日㊏　開場14:45
　〇オープニングトーク
　　15:00 ～ 15:30
　　小布施町長　市村良三×N

ナ ス カ
ASCA代表取締役　

　　　　　　　　　　　　　八木佐千子さん
　〇記念対談「今、本を読むということ」
　　15:30 ～ 16:30
　　作家　ドリアン助川さん×子どもの本専門店
　　　　　　　　　　　　　　メリーゴーランド店主　
　　　　　　　　　　　　　　増田喜昭さん
場所　北斎ホール　定員　100人
入場無料・予約優先・当日受付あり
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

テラソ開館10 周年記念イベントを開催します

三浦瑠麗 著/新潮社

　傷を負っ
ても、最愛
の子を喪っ
ても、人生
には必ず意
味 がある。
気鋭の国際

政治学者が、長年抱いてきた葛藤
を初めて明かす、初の自伝的著作
である。

『孤独の意味も、女である
ことの味わいも』

お申し込み・お問い合わせ
　　0120-121-851
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　「一つになる」…よく
耳にする言葉だし、練
習の時から目指してき
たことでした。キャプ
テンという責任ある立
場になって約一年。３
年生７人、２年生１人、

１年生２人と、決して多くない部員数で練習を重ねて
きました。練習も限られ、試合もフルメンバーで行え
ませんでした。けれど、大好きなサッカーの練習を仲
間と重ねました。高山中、常盤中との合同チームとい
うこともあり、試合で重要になるコミュニケーション

DO

※掲載希望のグループは、公民館までご連絡ください。

木彫あすなろ

!?一緒に 　私ども「木彫あすなろ」は、町公民館の初心者教室
で学んだ木彫の好きな人同士が集まり、多忙な先生を
泣き落し今に至ってます。鈴木清貴先生は他にも教室
をいくつか持っており、また個展も年数回各地で声が
かかります。私たちも近隣での先生の個展におじゃま
するたび、作品の素晴らしいアイデアと、作品の一刀
一刀に込められた先生の心に感動し「私たちもいつか
先生の様になりたい」、『あすはなろう』と思いをひと
つに、個々の志をひとつにしています。白い板に下絵
を描き、先ず一刀を入れる心の緊張感に毎回しびれま
す。そして木質により刀の音というか、木の刻

きざ
まれる

音に心奪われ、木彫は至福の刻
とき

。なにもかも忘れ自分
と向きあえるこんな事って皆さんお持ちですか。一度
訪ねてください。いつでも歓迎します。
■問い合わせ　公民館　☎026-214-9111

series
193

学校・園だより
「一つを目指して」小布施中学校サッカー部 蓼

たでぬまとしはる
沼繁栄POST

〒学 校

第65回

心
の和

人権教育

大字飯田宮ノ割に建つ「河
か は く し ゃ

伯社石
せ き し

祠」（大島村諏訪大明神旧地） 平成31年2月に刊行された「大島四百年誌」

びました。来年は、クラスが
えがあるからいじめをぜっ
たいにしないようにしたい
です。いじめをした人はい
やだと思ってないけど、さ
れている人は、すごくつら
くなるから、いじめは、ぜっ
たいにしないようにします。
天国に行っても楽にはなれ
ないから、人をきずつけたくないです。人には、命は、
一つしかないから、いじめをした人は、後で、いじめ
をしなければよかったという気持ちになると思いま
す。なので、いじめは、ぜったいにしては、いけないと
思いました。（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）

　ぼくは、道とくの時間に、「天国に行けば楽になれ
るの？」というお話を聞きました。お話を聞いて、人
にいじめられたら、つらくて死にたくなったり学校に
も行きたくなくなったりすることを知りました。なの
で、いじめをされている人を見たらすぐに助けてあげ
たいです。いじめをうけたら、もう死んでしまいたく
なるほど、いじめは命にかかわるから、ぜったいいじ
めはしちゃいけないと思います。自分がいじめられて
死んだらいじめをした人も後でかなしくなるし、家族
もかなしい思いをして一生わすれられなくなっちゃう
ので、いじめは、ぜったいにしちゃいけないことを学

けいすけさんのお話を聞いて
栗ガ丘小学校４年１組　小林朱

しゅもん
門

有
料
広
告

小布施中学校の資源物回収にご協力をお願いします

　小布施中学校で資源物回収を行います。収益金は
生徒会活動費として活用させていただきます。大勢
の皆さんのご協力をお願いします。
日時　８月 24 日㊏　7 : 30~　（少雨決行）
回収品目・回収方法
○ビール瓶　 キリンとその他のメーカーに分け、
　さらに大・中・小に分別
○一升瓶　 茶・緑・黒に分別
○アルミ缶　洗ってからつぶし、適当な箱か袋にま
　とめる

その他　
○資源物は７時30分までに自宅前の道路、または
　公会堂へ出してください。回収漏れがあった場合
　は11時までに中学校へ連絡してください
○中止する場合は、当日朝に同報無線でお知らせし
　ます
○ジュースや焼酎、ウイスキー、ドリンク剤、調味
　料、油の瓶、透明な一升瓶は回収しません
■問い合わせ　小布施中学校
　☎ 026-247-2109

をとるのが大変でした。しかし、毎日サッカーの練習
ができるうれしさや、技能が向上していく楽しさもあ
りました。練習する中で、仲間とコミュニケーション
がとれて、連係したプレーができた達成感もありまし
た。僕たちの大会は区切りを迎えましたが、サッカー
を通じて、言葉だけでなくプレーで一つになれること
…目指してきたことを学べました。また、人数が少な
いからこそ味わえる色々な経験もできました。支えて
くださった地域の方々、先生、コーチ、保護者、関係し
てくださった方々に感謝しています。
　サッカー部で、先輩と今の仲間と後輩と活動をし
て、最高の思い出をつくれました。
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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 有
料
広
告

ひとのうごき
8 月１日現在 （前月比）

人10,985合計 （－ 4）
女 人5,647 （－ 5）

世帯3,859世帯

男 人5,338  人口 （+ １）

（＋ 9）

寄付のお礼
厚くお礼申し上げます。
・ 東京都世田谷区 中山 史一 様
　　　　　　　　　10,000円
・ 東京都新宿区    閏間 武雄 様
　　　　　　　　　20,000円
・ 東京都世田谷区 町田 憲男 様
　　　　　　　　　52,000円
・ 栃木県栃木市    　田神 博 様
　　　　　　　　　15,000円

緑の募金へのご協力　
ありがとうございました
　お寄せいただいた募金の総額は
494,586円でした。募金は「（公財）
長野県緑の基金」を通じて、森林
の整備や緑化の推進、人材育成な
どに活用されます。町では、基金
からの交付金を活用し、毎年５月
に緑化木の頒布会を開催していま
す。今年はブルーベリーなどの苗
木約200本をお配りしました。
■問い合わせ　
　産業振興課農業振興係
　　☎026-214-9104

思いやり 乗せて信濃路 咲く笑顔

秋の全国交通安全運動を実施します
運動実施期間　9月21日㊏～ 30日㊊
運動の基本　子どもと高齢者の交通事故防止
運動の重点　○飲酒運転の根絶
　○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

　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　建設水道課都市計画係
　　　　　　　　☎026-214-9105

納期限は 9月30日 ㊊です

忘れないで 9月の納付
国民健康保険税　　  3 期
介護保険料　　　　  3 期

上下水道料　　　　  3 期
後期高齢者医療保険料 3 期
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おぶせっこ
大集合!!

8 月 生 ま れ

悠ちゃん、2歳のお誕生
日おめでとう^_^」

 いけだ   ・  ゆうと

池田 悠人
H29.8.15生

池田洋介父 （東町）より浩美母

「

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（先着４人）（デー
タは２ＭＢ以下）
●応募締切
☆9月生まれ　8月30日金○

☆10月生まれ  9月30日月○

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

みこちゃん1歳おめでと
う♡これからも一緒にた
くさん笑おうね♪」

「

こばやし  ・みこと小林 弥采 ちゃん

H30.8.6生

小林和弥 （東町）より恵里佳母父

9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
4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

3㊋、17日㊋
13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール

事務室
行政相談 20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

17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

5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

18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

　　“リトミック”に参加して、聴いて、動いて、親子で
楽しめるプログラムです。お気軽にご参加ください。
日時　9月17日㊋10：00 ～
講師　リトミック研究センター　小林寿

す み
美さん

参加費　無料

問い合わせ エンゼルランドセンター
☎026-247-2137

エンゼル
通 信

9月のお知らせ
親子でリトミック

　9月から11月まで、月に1回“子育てセミナー ”を開
催します。第1回目は、お子さんのベストショットを上
手に記録するスキルを学びます。
日時　9月25日㊌10:00 ～
内容　スマホでも撮れる初心者向け講座
講師　桜井史

ふみひろ
博さん（喜録屋）

参加費　無料
申し込み　９月18日㊌まで。定員15組。託児あり。
※詳細は、９月号のセンターだより、またはホームぺー
　ジをご覧ください。

子育てセミナー①～フォト講座～

小布施カレンダー2019.9月
日  ・  曜 行事名 時　間 場　所 ページ
1 日○○ 屋外広告物適正化旬間（～ 10日） 町内一円
2 月○○
3 火○○ 現地研修会「歴史建物探訪第二弾　軽井沢」

オペラ教室「ジョルダーノ」
8 :30 ～

18:30 ～
軽井沢町
公民館講堂

14P

4 水○○
5 木○○ オレンジカフェくりんこ 13:30 ～ 千年樹の里/健康福祉センター

6 金○○
7 土○○ 下水道ふれあいデー

妖怪夜会
10:00 ～
17:00 ～

アクアパル千曲
髙井鴻山記念館ほか

14P

8 日○○ 資源物の日曜回収 7:00 ～ 9:00 生活支援ハウス駐車場

9 月○○
10 火○○ エンゼルふれあい広場（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

11 水○○ エンゼルふれあい広場（1歳児）
須高広域シルバー人材センター入会説明会

9:45 ～
13:30 ～

エンゼルランドセンター
桃源荘

12 木○○ エンゼルふれあい広場（2歳児） 9:45 ～ エンゼルランドセンター

13 金○○
14 土○○
15 日○○ スラックラインワールドカップ2019   9:00 ～ 小布施総合公園   5P
16 月○○
17 火○○ エンゼルリトミック 10:00 ～ エンゼルランドセンター 16P

18 水○○ 敬老会ふれあい寄席
ウオーキング健康教室

13:20 ～
13:30 ～

北斎ホール
千年樹の里/健康福祉センター

14P

19 木○○
20 金○○ エンゼル手作りおもちゃの日

企画展「中島千波展　おもちゃ絵のひみつ」（～ 12月3日）
10:30 ～ エンゼルランドセンター

おぶせミュージアム・中島千波館

21 土○○ テラソ開館10周年記念イベント
秋の全国交通安全運動（～ 30日）

15:00 ～ 北斎ホール 11P
15P

22 日○○
23 月○○
24 火○○ 歴史民俗資料館秋の特別開館（水・木曜日休館）（～ 10月31日） 歴史民俗資料館

25 水○○ エンゼル子育てセミナー①～フォト講座～
里親ひろば

10:00 ～
12:00 ～

エンゼルランドセンター
北斎ホール

16P
  8P

26 木○○ 秋季展「鴻山館で観る芸術家たち」（～ 12月3日） 髙井鴻山記念館

27 金○○ エンゼル誕生会 10:30 ～ エンゼルランドセンター

28 土○○ 第9回須高地域医療福祉を考える集い 13:30 ～ 須坂市メセナホール 19P

29 日○○ 菌ちゃん農園野菜まつり
千年樹の里まつり

10:00 ～
9:30 ～

6次産業センター
千年樹の里/健康福祉センター

14P

30 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

　酒井洋徳、典子医師夫妻（北岡）と新生病院
の鳥海勇

は や と
人医師、寺島左和子医師の4人が9月

6日から16日まで、バングラデシュで医療支援
活動を行います。経済的な問題から十分な医療
を受けられない人たちを支援するもので、かつ
て新生病院に勤務されていた宮崎亮

まこと
、安子医師

夫妻が私財を投じ行っていた活動を受け継いだ
ものです。今回で3回目の活動となる酒井洋徳
医師は「宮崎先生の思いを多くの人に知ってほ
しい。小布施から支援の輪が広がればうれしい
です」と活動継続への願いを語りました。
■問い合わせ　NPO法人ワンダイム
　☎026-247-2033

バングラデシュへ医療支援

 いちかわ・まほ
市川 茉歩ちゃん

H29.8.18生

2歳おめでとう！！お歌
がとっても上手だね♪沢
山お話しもしようね！」市川稔 （松村）より智恵父 母

「
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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

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

子育て教室・げんきっこ塾
（２歳児） ９月 11日㊌ 受付   9 :30 ～  9：45 平成29年6 月  ～ 7月生まれ

広報員がお気に入りのものを紹介します
series 74

Obuse 「寄っとくんない 見てくんない」

100年前にタイムスリップ

私のお気に入りは

名前の由来がおもしろい「イタチササゲ」
　イタチササゲは、山際の草地の中に生えているマ
メ科の多年生草本の植物です。葉の付け根（葉

ようへい
柄）

から一本の軸が伸び、そこに花がたくさん付きます
（総

そうじょうかじょ
状花序）。花はやや下向きに咲き花びらの先が上

に反っています。花は、始めは黄色をしていますが、
間もなく茶色がかかった色に変わり、小さな豆が10
粒ほどはいった実がなります。イタチササゲの名前
の由来は、黄色の花が茶色っぽく変化した色が、動
物のイタチの毛の色に似ているというところから付
けられました。　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse

　　89vol.

彩発見
Sai

　小布施町の中心地に位置する「日本のあかり博
物館」では貴重な体験ができる。現代の火をつける
道具、ライターやマッチ・・・ではなく火打ち石
を使った火打ち式という方法で貴重な火起こし体
験ができる。明治時代になってマッチが普及する
までは一般的にこの火打ち式で火を起こしていた。
　「火」にはなぜか多くの子どもたちが興味を持
つ。バーベキューや花火をすると注意をされなが
らもずっと火をつつく子どもが我が家にもいる。
今では一瞬でつく火、それが昔はどのように作り
出されていたか、本当に興味深いものであり、ま
た一つの知識として記憶に残るに違いない。

たった10日間で大きな変化を遂げました
1_ 咲き始め（7 月 20 日）　2_ 花の色が茶色に変化 (7 月
25日）3_マメができている（7月30日） 撮影地：雁田山

1

乳がん超音波検診を行います
期間　9月30日㊊、10月1日㊋、3日㊍
会場　保健センター
対象者　令和2年3月31日現在で①30 ～ 39
　歳の女性②76歳以上で偶数歳の女性
受診料　1,000円（令和2年3月31日現在で　
　30・80・90歳の人は無料）
　受診できる人数に限りがあります。まだ申し
込みをしていない人で受診を希
望する人は、9月13日㊎までに
健康福祉課健康係までお問い合
わせください。

結核レントゲン検診が始まります
　65歳以上で胸部レントゲン撮影や肺がん検診
を受けていない皆さんは受診してください。
　申し込みをされていない人も受けることができ

時　間 ９月26日㊍ ９月27日㊎

９:00 ～ ９:50 六川公会堂
（六川・中子塚・矢島・清水）

東部コミュニティセンター
（中条・松村・雁田）

10:10 ～ 11 :00 福原コミュニティセンター
（横町・福原・栗ガ丘）

上松川コミュニティセンター
（水上・松の実・千両・クリトピア）

11:20 ～ 12 :10 大島公会堂
（大島・飯田）

保健センター
（伊勢町・中央・中扇）

13:30 ～ 14 :20 北部コミュニティセンター
（北岡・押羽・羽場）

林公会堂
（林・山王島）

14:40 ～ 15 :30 小布施町デイサービスセンター
（通所者）

小布施町デイサービスセンター　花の里
（通所者）

15:30 ～ 16 :20 健康福祉センター（千年樹の里）
（東町・上町・中町） ―

○○検診日程（　）内は対象自治会 ※対象自治会でなくても受診できます。都合のよい会場においでください。

さん酒井知美
さかい・ともみ（北岡出身）

　南の島といえば、海のイメージが強いですが、私
が住むエウア島には熱帯雨林が生い茂る山があり、
トレッキングを楽しむことができます。樹齢800年
以上といわれる巨大な木やいくつもの洞窟、自然の
力でできた岩の橋、ロッククライミングができるよ
うな崖があり、海だけじゃないアクティビティがで

　  7vol. トンガの自然の魅力

　JICA青年海外協力隊員として一昨年10月からトンガで
暮らす看護師の酒井知美さん。彼女が肌で感じたトンガの日
常を紹介します。（3カ月に1度、連載の予定です）

Mālō e lelei
トンガからこんにちわ

きるのも魅力の一つです。山を登りきったところに
ある展望台や小さい洞窟を抜けたあとに見える、海
だけの景色は絶景で何回行っても感動し、好きな場
所です。この土地での生活もあっという間に終盤で
す。残りの時間1日1日を大切に、人や文化、自然と
の関わりを大切に過ごしていきたいです。

1_オババツリーと呼ばれる樹齢
800年以上の巨大な木　2_自然
の力でできた岩の橋　3_展望台
から見える海だけが広がる景色

1

2 3

2

3

1_ 火が点くかよりも子どもの真剣な
まなざしから目が離せない
2_火打ち石を火打ち金に打ちつけ、火
花を起こす
3_コツをつかめれ
ばすぐに着火す
るかも？！

広報員
藤塚由紀美さん

（中扇）

ますので、直接会場までお越しください。
　受診料は無料です（今年度肺がんＣＴ検診を受
けた人は受診できませんのでご注意ください）

「第9回 須高地域医療福祉を考える集い」
が開催されます
日時　9月28日㊏　13:30~16:15
会場　須坂市メセナホール　小ホール
内容　①講演（13:50~14:50）
　「より自分らしく生きるために~笑って学ぼう！
　自分の最期の迎え方~」
　講師　生

いくしまきよみ
島清身さん（行政書士/社会人落語家）

②パネルディスカッション（15:00~16:00）
　「在宅医療・介護、看

み と
取りの経験から~私が感

　じたこと、伝えたいこと~」
■問い合わせ　須高地域医療福祉推進協議会
　　　　　　　　☎026-248-9101

1 2

3
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　8月2日、第9回ビアアーベントがおぶせミュージ
アム・中島千波館で開催され、約250人が猛暑の中、
冷えたビールに舌鼓を打ちました。毎年ほとんど参
加しているという須山初男さん（矢島）は「震災復興
がきっかけのこのイベントも、今では町民どうしが
気楽に交流できる場になり、楽しんで参加していま
す」と語ります。また、来場した中島千波先生からは

「9年間町民の方が喜んで来てくださるのはすごいこ
と。これからもどんどんミュージアム・中島千波館
を活用してください」と喜びを語りました。

B
ビ ア
ier A

ア ー ベ ン ト
bend2019 今年も開催！

　小布施中学の1年生が7月18日、日本財団パラリン
ピックサポートセンターによる「あすチャレ！school」
で車いすバスケットボールを体験しました。パラリン
ピック男子車いすバスケットボール元日本代表の神

じ ん ぼ
保

康
やすひろ

広さんから、競技用車いすの使い方講座、実際に車い
すに乗って5対5での試合、神保さんが障がいを負い
ながら現在の活動をするまでの講演など多岐にわたる
授業となりました。「この競技と出会えたこと、楽しん
でやることが希望となった」と語る神保さんから知識と
行動力の大切さを学んだ授業となりました。

1年生が車いすバスケを体験
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　松村で暮らす誰もが気軽に集まったり、支え合うこ
とを目的として設立された協議体「ハッピーライフまつ
ぼっくり」が7月16日、みんなの『居場所』として動き
出しました。50代から80代までの住民19人が松村公
会堂に集まり、ハーモニカ演奏に合わせて歌ったり、茶
話会などで楽しい時間を過ごしました。協議体の事務局
を務める岡

お か の
埜哲郎さんは「これからいろいろなことに取

り組みたい。地域の子どもたちと一緒に『昔あそび』を
したり、将棋教室なども開催したい」と誰でも気軽に集
まることができる居場所づくりへの展望を語りました。

ハッピーライフまつぼっくり 情

報ラ
イナー

お届けします
まちの話題を


