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　7月のおぶせチャンネルは、
町報との連動企画「おぶせ自然
暦」をお送りします。

　今月で100回を迎えた町報の連載企画「おぶせ自然
暦」を執筆している清水照雄さんが、小布施の自然の
魅力をたっぷりお伝えします。
初回放送  7 月 27 日㊊  8:00 ～
Goolight   すこうチャンネル 121ch

特集　植物の価値を伝えたい

別冊町報おぶせ 「おぶせ自然暦」を編集中です 

きれいな花には毒がある　クサノオウ
　クサノオウは、ケシ科の越年生草本（芽が出て2
年目に花が咲く）です。雁田山の山裾やその付近の
道端で見ることがあります。茎は柔らかな感触で、
折ると黄色い液がでてきます。この黄色い液は有毒
で、21種類のアルカロイドを含んでいます。有毒植
物ですが、かつては皮膚病の薬用として利用されて
いたこともあります。名前の由来は、黄色い液が出
るので「草の黄

オウ
」、皮膚病（クサ）に効果があること

から「クサノオウ」、また「草の王」などがあります。
毒草ですから、口にしないよう注意してください。

おぶせ自然暦
four seasons in obuse

　　100vol.

1 2

1_5 ～ 7 月に黄色い花
　が咲きます
2_有毒の黄色い液
3_花と実

撮影日：6月29日
撮影地：雁田山3

ロトウザクラ カマツカ（実） クリ（雄花）

ナニワズ イワカラマツ

ダイジェスト版はこちら

　第1回から第100回までを1冊にまとめた「別冊
町報おぶせ『おぶせ自然暦』」を現在編集中です。

発行後はまち
としょテラソ
でご覧いただ
けます。
お楽しみに！

（春の七草のホトケノザ）
コオニタビラコ
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消防団幹部の皆さん（敬称略） 〇第二分団
　分団長　山岸哲也　　副分団長　荒井俊樹
　第一部部長　飛沢裕樹（大島、飯田）
　第二部部長　米澤新太郎（林、山王島）
　第三部部長　涌井康吏（北岡、押羽、羽場）
〇第三分団
　分団長　芋川 忍　　副分団長　松本光昭
　第一部部長　神田 豪（六川、中子塚、矢島、清水）
　第二部部長　櫻井 宏（中条、松村、雁田）
　第三部部長　宮川友則（水上、松の実、千両、クリトピア）

ラッパ長　市村 啓　  副ラッパ長　冨岡正親

団長　田中康喜　　副団長　中沢英俊　
　　　　　　　　　副団長　清水和夫

〇第一分団
　分団長　原山 裕　　副分団長　湯本孝正
　第一部部長　町田恭介（東町、上町）
　第二部部長　村中 容（中町、伊勢町、中央、中扇）
　第三部部長　室伏 東（横町、福原、栗ガ丘）

Cheer up!!　消防団

　新型コロナウイルス感染防止のため延期されて
いた新入団員と幹部の任命式が6月22日㊊に小
学校体育館で行われました。
　田中康喜団長（六川）からは「ようこそ消防団へ。
入団してくれてありがとう。消防団はいろいろな年
代、立場の人が集まっています。この場を仲間づく
りに活用してほしい。仲間づくりが地域の防災力に
つながっていきます。分からないことがあれば、先輩
に何でも聞いてください。仲間を信頼し、ついてきて
ほしい」と新入団員に激励の言葉が贈られました。
　任命式のあと、新入団員は整列方法などの訓練
を行い、幹部たちは出水期に備え、土のうづくり
を行いました。

消防団へようこそクリーンピア千曲（千曲川流域下水道下流処理区終末処理場）災害復旧だより

　昨年10月に発生した令和元年東日本台風により
被害を受けられた皆さまには、心よりお見舞申し上
げます。また、近隣の皆さまには施設の復旧作業に
ともなう工事車両の通行や、下水処理の臭気など大
変ご迷惑をおかけしております。被災以来、復旧作

業を急いでいますが、以前の汚水処理能力まで回復
するにはしばらく時間がかかります。
　引き続き、環境へ負荷がかからない下水道利用と
下水道への排水量の削減につながる節水にご協力を
お願いします。

■問い合わせ　千曲川流域下水道事務所（クリーンピア千曲）下流施設課
　　　　　　　　☎ 026-257-4000　FAX 026-257-4428
　　　　　　　　電子メール：chikumagawaryuiki@pref.nagano.lg.jp
　URL：https://www.pref.nagano.lg.jp/chikumagawaryuiki/index.html

■汚水処理の状況
　５つの池（反応槽）で微生物によって汚れを分
解する「生物処理」を行っていましたが、被災し
使用できなくなりました。微生物に酸素を供給
する仮設の装置を設置し、２つの池で簡易生物
処理を行えるようになりました。残り３つの池
についても引き続き復旧作業を進めています。

汚水に酸素を送る反応槽（令和元年11月29日～）

■臭気対策の状況
　仮設ポンプを設置するために開放されていた
下水流入部を、臭気対策のため覆

おお
いました。

覆う前の状況

臭気が漏れないよう覆いを設置（4月30日～）

■汚泥処理の状況
　下水を処理する過程で生じる汚泥水分を分離
する汚泥脱水機が被災したため、仮設の設備で
脱水しています。

仮設汚泥脱水機（2月19日～）

■クリーンピア千曲の全景

令和2年5月15日撮影

2つの池での簡易生物処理

下水流入部への覆い

仮設汚泥脱水機

現在の状況をお知らせします

令和３年春　
　汚水の浄化能力回復
令和４年春　
　全施設復旧

今後の目標

復興に向かって

※（　）内は担当自治会
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知お知らせ

　８月５日㊌は、住基ネットサーバーの
作業が行われるため、終日個人番号（マ
イナンバー）に関する手続きができませ
ん。ご不便をお掛けしますがご理解、ご
協力をお願いします。
休止する手続き
〇特例転入・転出（個人番号カードを使っ
　た転入・転出）
〇マイナンバーカードの発行、電子証明
　書の更新
〇マイナンバーカード交付申請書の発行
　など

■問い合わせ　
　健康福祉課住民係　☎026-214-9109

８月５日は個人番号（マイナンバー）
に関する手続きを休止します

～高齢者や子どもは特に注意を～
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のど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
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

  10月４日に予定していた恒例の千
年樹の里まつりは、新型コロナウイル
ス感染予防の観点から、今年度の開催
を中止します。
■問い合わせ　地域包括支援センター
　　　　　　　　☎026-242-6680

千年樹の里まつりは中止します

■8月28日㊎、8月31日㊊～ 9月3日㊍
　 8:30 ～ 19:00
■8月29日㊏・30日㊐
　10:00 ～ 17:00
※それ以外は月曜日～金曜日　
　  8:30 ～ 17:15

「子どもの人権110番」
☎０１２０－００７－１１０
　（電話料金はかかりません）

　町選挙管理委員会では、令和３年１
月21日㊍の任期満了に伴う小布施町
長選挙の投票日を、12月27日㊐に決
定しました。公職選挙法では、満了日
の前日から30日以内に選挙をするこ
とになっているため、12月22日㊋か
ら１月20日㊌の間で選挙を行うこと
になります。例年1月に成人式、安市
等の恒例行事が行われることを考慮
し決定しました。なお、投票日までの
日程は、次のとおりです。
○告示日（立候補届受付日）
　12月22日㊋
○投開票日　
　12月27日㊐
■問い合わせ　
　小布施町選挙管理委員会（総務課内）
　　☎026-214-9100

町長選挙　
投票日は12月27日㊐です
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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。今年も次のとおり計画してい
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、場合によっては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　8月3日㊊～８月28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

有
料
広
告

地域おこし協力隊通信 №6
　6月から地域おこし協力隊員として花のまちづくり
に関わらせていただいている佐々木愛です。愛とかい
て「まな」と読みます！♡
　3年前より東京から月に一度小布施に通って、大好
きな農家さんたちと活動をさせていただいていまし
た。また、今年の1月からフローラルガーデンおぶせで
も挑戦をさせていただく中で、小布施の町の人のあた
たかさや面白がる力、自然の美しさに魅せられました。
これから、お花をツールとして、大好きな小布施をより
楽しく、可愛くアップデートしていくことにワクワク
ドキドキしています。若い子から人生の先輩たちまで、
みなさんと一緒に新しいお花文化をつくっていきたい
です。これから、どうぞよろしくお願いいたします！ はじめまして。佐々木 愛です。

馳星周 著/文藝春秋

　 傷 つ き、
悩 み、惑う
人びとに寄
り添ってい
たのは一匹
の犬だった。
家族のため

に犯罪に手を染めた男。拾った犬は男
の守り神になった。人という愚かな種
のために、神が遣わした贈り物。犬を
愛するすべての人に捧げる感涙作！

『少年と犬』

まちとしょまちとしょ
テラソinformation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

8月の休館日▶4日㊋、11日㊋、18日㊋、25日㊋、27日㊍

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 ―

永井紗耶子 著/新潮社
　
  「いざと
なれば、金
は 刀 よ り
強 い ん で
す」江戸の
商業を“最
適化”した

風雲児の生涯！江戸の金の流れ
を掌握し、「狼」と恐れられなが
らも商いの道理を貫いた実在の
改革者に迫る傑作歴史小説。

『商う狼 江戸商人杉本茂十郎』
久坂部羊 著/朝日新聞出版

　
　 息 も つ
か せ ぬ ス
トーリー展
開で、認知
症 専 門 病
棟 の 医 師
と看護師、

家族の壮絶で笑うに笑えない本
音を描いた医療サスペンスの傑
作。在宅医療を知る医師でもある
著者の「認知症小説」の決定版。

『生かさず、殺さず』

過去２年間の利用状況は以下のとおりです
令和元年度 平成30年度

来館者数（人） 118,928 139,130
貸出冊数（冊）   89,694    90,711

　台風19号災害、図書館システムの更新による休館、新型コ
ロナウイルス感染症のため来館者数は減少しましたが、貸出冊
数は例年並みとなりました。
　多くの皆さんご利用ありがとうございました。
　小布施町立図書館は今後とも利用しやすい図書館を目指し
ていきます。

テラソの利用状況をお知らせします

すとうあさえ・ぶん/
種村有希子・え/ほるぷ出版

　ゆいちゃ
んのおばあ
ち ゃ ん は、
お空にいま
す。お花を
か ざ っ て、
おだんごつ

くって……日本の伝統行事を、2～3
歳児の発達に合わせて、シンプルな
物語絵本にしました。ミニ解説付き。

『うれしいぼんおどり』

8 月のおはなし会
日　時 内　容

8月 8日㊏ 10:30 ～ お父さんの読み聞かせ会
8月 21日㊎ 15:30 ～ 低学年のためのおはなし会
8月 22日㊏ 10:30 ～ おはなし会

　八
や お よ ろ ず

百万の神をそろえま
した。日本古来の古事記
に関するものや、日本の神
にとどまらず世界の神の
お話や、苦しい時の神頼
みの言葉の通り助けを乞
いたくなる実用書。「神」
がタイトルにつく小説。さ
まざまな神様をお楽しみ
ください。

8月のテラソ百選のテーマは「神」です

（閉館時間は変更することがあります）

お盆中の開館時間▶13日㊍~16日㊐　9：30～17：00

　お盆中の開館時間について、
　8月13日～16日は9：30～17：00　の開館となります。
　また、8月27日は図書整理日で休館します。

8 月のテラソの利用時間について

※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、中止
　になる場合がありますので、ご了承ください。
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　６月になって“どろんこあそび”がスタートしました。初
めてのどろんこをとても楽しみにしていた２歳児。どろん
こパンツに着替えて足を踏み入れてはみたけれど…。い
つもとは感覚が違う？びっくりして身動きがとれず固まっ
ている子どもたちでした。でも、少しずつ慣れてきて「見
て！手が真っ黒だよ」「コーヒーできた！」と楽しむ姿が見
られるようになってきました。だんだん遊び方もダイナ
ミックになってきて、泥の水へジャンプ！手も顔も泥だら
けにして「楽しい！」と満足気です。最初は思い切り遊べ
なかった子も、今では心を開放して泥や水の気持ちよさを
味わいながら、夏ならではのあそびを楽しんでいます。

学校・園だより
たのしい！どろんこあそび　つすみ保育園POSTPOST

〒〒学学 校校

心
の和

人権教育

いて登校したり、給食の配ぜんもできたりするそうです。
また、自動販売機はどこにどの飲み物があるか分からな
いから無理だろうと思っていたけれど、視覚障がいの人
は、おみくじのようにして、楽しんでいることを知りまし
た。視覚障がいがあっても僕たちが思っている以上にい
ろいろなことができるし、不便なことがあっても逆に不便
を楽しんで生活していると知りました。なので、僕たちが
全て手伝うのではなく、相手ができることは相手にしても
らう。困っていそうな感じだったら、何か困ったことはあ
りますか、と最初に聞くことなどが、すごく大切だと思い
ました。自分の考えを相手におしつけるのではなく、相手
にそのことをしたら相手がどう思うのかをよく考えてか
ら行動することは、大切なことだと思いました。

（令和元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）

　人権月間の中で、「目の見え
ない人は世界をどう見ている
のか」という学習をしました。
視覚障がいのＫさんは、小学
生の時にみんなに気をつかっ
てもらうのがいやだったそうで
す。みんなは、Ｋさんにけがを
させてはいけない。いろいろな
ことができないから手伝わな

ければいけないと気をつかっていました。でも、盲学校に
勤めている母によれば、視覚障がいがあっても、普通に歩

相手の気持ちを考える
小布施中学校 2 年　増田康太郎さん

いいね

小布施 「豊かな文化に触れ、心が癒される町に」　髙井鴻山記念館　甲崎 光さん
未来へのメッセージ

　去年の 10 月から髙
井鴻山記念館に勤務
している甲崎光さん。

「江戸時代後期の土蔵
を改修した展示室は、
深い栗皮色の色合いが
懐かしさと静寂さを感
じる空気に満ちた唯一

無二の空間です。髙井鴻山を慕い幕末志士や多くの文
人墨客が語り合った『翛然楼二階奥の間』もそのまま
残っています。また館内には様々な植物が植えられて
います。草花は四季折々の野の花がお出迎えし、山野

草好きの人にはうれしい庭です。そして何より、鴻山
先生について学べば学ぶほど、その生き方に感銘を受
け、どんどん好きになっています。町外からのお客様
が多いですが、多くの町民の皆さんに来館いただき、
髙井鴻山先生の生き方やその魅力に触れてほしいと
思っています」。

龍雲寺の鐘楼

　2階の生産資料室には、昭和中頃までの農業生産に
使われていた多くの農機具やその付属品などが収納、
展示されています。今から半世紀前頃までは菜種が盛
んに作られていて、春先には畑一面が黄色に染まって
いたことがありました。あかりが今のように自由に使
うことができなかった頃、菜種油を使って照明にして
いたことがあります。そのことを示す資料として、製
油業の推移や菜種油の搾り方の説明文、実際に使用さ
れていた菜種油の搾り機などがあります。先日、ある
テレビ局がこの搾り機をあかりの歴史、変遷の一つと
して撮影に来ました。近く放映されるということです。
　　　　　案内人：川上三雄（歴史民俗資料館職員）

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。コレクション

歴民
　  15 NO. あかりの歴史を語る菜種油の搾り機

　町議会７月会議では、補正予算について審議
が行われました。
◎議案の概要
●補正予算
◇一般会計
　〔補正額〕1,782万４千円
　〔補正後の額〕63億6,375万５千円
■ 歳出の主なもの

（総務費）
○消防署小布施分署塗装工事等　425万９千円

（土木費）
○道路補修、公園修繕工事　　1,120万円

（教育費）
○給食センター仮設エアコンリース料
　220万円
◇介護保険特別会計
　償還金及び還付加算金20万円を増額し、予
備費を同額減額するもの

小布施町議会　令和2年7月会議
審議期間　7 月 9 日
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おぶせっこ
大集合!!

7 月 生 ま れ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㊎
☆9月生まれ 8月31日㊊
●応募先　総務課広報係　
☎026-214-9100（直通）
　 soumu@town.
　 obuse.nagano.jp

元気にすくすく育ってく
れてありがとう！」

「

  こうご・　みつき

向後 光軌くん

H30.7.21生

向後貴文 （横町）より宏美母父

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

くん

いっくんお誕生日おめで
とう！」

こばやし ・ いつき

小林 樹生
R1.7.11生

小林哲父 （東町）より佑希母

「

7～8月の日
程

2歳のお誕生日おめでと
う！！すくすく元気に育っ
てね」

はら ・ すずね
原 涼寧 ちゃん

H30.7.13生

原拓也 （東町）より亜矢香母父

「

いつもかわいい笑顔を
ありがとう！元気に大
きくなってね」

矢島 一
R1.7.21生

「

くん

やしま・   はじめ

矢島靖文 （中町）より可愛母父

想像力豊かな蒼5歳 はちゃめちゃな晴
2歳 これからもいっぱい遊ぼうね♪」

（左・荒井晴くん（6月生））

  あらい 　あお

荒井 蒼 くん
H27.7.30生

荒井佳和父 （水上）より宜枝母

「

相談内容 日　　時 相　談　員 場　所　等

人権相談
５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

４㊋、18日㊋
13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール

事務室
行政相談 21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

６日㊍
9:30 ～ 12:00

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

19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

おぶせフラワー
センター

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

問い合わせ　各種相談☎026-247-3111８月の各種相談

グループ 自治会名 利用できる日にち

A

東町・上町・中町・
伊勢町・中央・中扇・
横町・北岡・押羽・
羽場

7月
27日㊊、29日㊌、31日㊎
8月
4日㊋、6日㊍、11日㊋、
13日㊍、17日㊊、19日㊌、
21日㊎、25日㊋、27日㊍、
31日㊊

B

福原・栗ガ丘・大島・
飯田・林・山王島・
六川・中子塚・矢島・
清水・中条・松村・
雁田・水上・松の実・
千両・クリトピア

7月
28日㊋、30日㊍
8月
3日㊊、5日㊌、7日㊎、
12日㊌、14日㊎、18日㊋、
20日㊍、24日㊊、26日㊌、
28日㊎

　7月27日㊊からは町内在住の幼稚園・保育園に在籍している
お子さんも利用できます。なお8月もイベントは行いません。

日 月 火 水 木 金 土

7/26 27 28 29 30
◇入門オペラ教室

「フィデリオ」
（18: 00 ～公民館
講堂）P1６

31 8/1

2 3 4 5 6
オレンジカフェ

くりんこ（13：30
～健福）
◇特定任意講習会

（18：30 ～須坂警
察署）

7
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

8

9
◇日曜日の資源
物回収（7：00 ～
生駐）

10 11
ダンスで脳元気

教室（13：30～健福）

12 13 14 15

16 17 18 19
◇須高広域シル
バー人材センター
入会説明会（13: 30
～桃源荘）

20 21
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

22

23 24 25
◇第6コミュニティ
町政懇談（19: 00 ～
北部コミュニティセ
ンター）

26
◇第3コミュニティ
町政懇談（19: 00
～福原公会堂）

27 28 29
◇第8コミュニティ
町政懇談（19: 00
～中条公会堂）

30 31
チャレンジのど

自慢教室（13：00
～健福）

9/1 2 3 4 5

・・・おでこポイント対象事業令和2年８月 イベントカレンダー
天使・・・エンゼルランドセンター　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
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暮らしの情報暮らしの情報

納期限は 8月31日 ㊊です

忘れないで忘れないで 8月の納付8月の納付
町県民税　　　　 2 期

催し物中止の知らせ
　例年8月に開催されている「ビ
アアーベント（8月2日）」と「お
花市（8 月 12 日）」は、新型コロ
ナウイルス感染予防のため中止と
なりました。

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

ひとのうごき
7 月１日現在 （前月比）

人11,019合計 （＋ 4）
女 人5,678 （＋ 9）

世帯3,905世帯

男 人5,341人口 （－ 5）

（＋ 4）

寄付のお礼 厚くお礼申し上げます。
・ 伊勢町 三田 茂生 様
                    ケイ子様           100,000円
・神奈川県藤沢市 矢島 豊海 様    20,000円
・千葉県浦安市 杉山 秀次 様　    10,000円
・愛知県刈谷市 岩月 豊法 様　    10,000円
・愛知県愛西市 福田 朋治 様　    50,000円
・愛知県愛西市 福田 由子 様　    35,000円
・ 匿名 様　　　　　　　 　　   100,000円

・ 匿名 様　　　　 100,000円
・ 匿名 様　　　　 100,000円

福祉基金へ

有
料
広
告

　中小企業者への事業所賃借料補助金
とテイクアウト・デリバリー新規参入
補助金の申請を9月30日まで受付中
です。詳しくは役場ホームページをご
確認いただくかお電話でお問い合わせ
ください。

店舗等賃借料補助金　
■総務課☎026-214-9100

テイクアウト等補助金
■企画政策課☎026-214-9102

新型コロナウイルス補助金（企業向け） 
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series
広報員がお気に入りの場所を紹介します

series 82
Obuse 「寄っとくんない 見てくんない」

「ギヤマン横町」です

私のお気に入りは
彩発見
Sai

　住んでいる者として少々手前味噌ですが、ギヤ
マン横町（観音通り）の佇

たたず
まいがお気に入りです。

　交番の角から東へ、国道403号中町交差点を経
て六川南交差点までの道沿いには、観音堂、おぶ
せミュージアムを中心に、東西にクラフトのお店

や個性的な商店、飲食店が並
び、ゆったりとした時間が流
れています。ここ数年、新し
いお店も増えてきています。
　ぜひ町民の皆様も、たまに
は車を置いて、散歩がてらブ
ラブラされてはいかがでしょ
うか。

広報員
奥田 亮さん（中町）

19 町報おぶせ　2020(　　 2)-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

1歳6カ月児健康診査 8月 4日㊋ 受付 13:00 ～13 :15 平成30年11月 ～  平成31年1月生まれ

3歳児健康診査 8月 5日㊌ 受付 13:00 ～ 13 :15 平成29年  6月 ～   7月生まれ

3・4カ月児健康診査 8月19日㊌ 受付 13:00 ～ 13 :15 令和2年  4月 ～   5月生まれ

10・11カ月児健康診査 8月19日㊌ 受付 12:45 ～13 :00 令和元年  9月 ～ 10月生まれ

子育て教室・こっこ塾
（6・7カ月児） 8月20日㊍ 受付   9: 30 ～  9：45 令和2年  1 月 ～   2月生まれ

7・8カ月児健康診査
（4月22日に予定していた3・

4カ月児健診の振替）
8月26日㊌ 受付 13:00 ～ 13 :15 令和元年 12月 ～ 令和2年1月生まれ

胃がん・大腸がん検診を受診しましょう
　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。
検診期間　8月25日㊋～ 8月28日㊎
時間　7:20 ～ 9:00
場所　保健センター
対象　40歳以上の人（令和3年3月31日現在の
　年齢）
※過去に胃や腸の病気にかかった人はバリウムを
　飲んでの胃がん検診ではなく、医療機関での内
　視鏡検診（胃カメラ）をお勧めします。
受診料　　胃がん検診1,000円　
　　　　　大腸がん検診500円
胃がん・大腸がん検診を無料で受診できる人
　40 歳・50 歳・60 歳・70 歳・80 歳・90 歳・
100歳の人（令和3年3月31日現在の年齢）

　ウオーキングを通して楽しく健康づくりを始めませ
んか。運動効果のある歩き方の基本を学び、多くの皆
さんと一緒に楽しく歩いて、正しい歩き方を身につけ
ます。ウオーキングの前後に保健師・看護師による血
圧測定を行い、数カ月おきに歩行バランスチェックも
計画していきます。事前の申し込みは不要です。
期日　8月19日㊌
時間　13:30 ～ 15:00（受付 13 :00～）
場所　北部体育館（小布施町北部地区コミュニテ
　　　ィセンター隣接）
講師　新生病院健康運動指導士　
　　　丸山真知子さん　ほか
内容　健康ミニ講座、健康ウオーキング実技指導、
　　健康相談、歩行バランスチェック  ほか
参加料　無料
持ち物　運動靴、帽子、飲み物、汗拭きタオル

ウオーキング教室を開催します

令和2・3年度の広報員、カメラ・ビデオリポーターの皆さんを紹介します

カメラ・ビデオリポーターの皆さん
　町や地域の行事などの様子を、写真や動
画を通して広く町内外や後世に伝えるた
め、カメラやビデオカメラを手に活躍して
いただきます。撮影の際は、皆さんのご理
解とご協力をお願いします。

　自治会やコミュニティなど地域の話題や皆さん
の声を広報員までお寄せください。

広報員の皆さん

広報員 担当地区 広報員 担当地区

近藤ふみさん（東町） 東町・上町 北澤知子さん（押羽） 北岡・押羽・羽場

奥田 亮さん（中町） 中町・伊勢町・中央・
中扇 須山  寛さん（矢島） 六川・中子塚・矢島・

清水

高津恵美さん（栗ガ丘） 横町・福原・栗ガ丘 関  明彦さん（中条） 中条・松村・雁田

井出清美さん（飯田） 大島・飯田 芋川  忍さん（クリトピア） 水上・松の実・千両・
クリトピア

岩井淳一さん（山王島） 林・山王島

カメラリポーター

土屋一男さん（千両）

大内繁男さん（上町）

小林　進さん（六川）

ビデオリポーター

吉田健二さん（中央）

塩尻利一さん（栗ガ丘）

児島明浩さん（中央）

させていただきます。定員に達した際は受付を終
了させていただきますが、後日個別対応いたしま
すので、お気軽にお問い合わせください。
日時　8月6日㊍　９:30 ～ 12:00
場所　健康福祉センター（新生病院西側）

　毎月1回、健康福祉センターでは乳幼児健康
相談を行っています。発育・発達や育児のこと、
離乳食・幼児食のこと等、保健師、栄養士、臨床
心理士が相談をお受けします。コロナウイルス感
染拡大防止の観点から予約制とし、人数を制限

乳幼児健康相談をご利用ください
　町報やホームページ、Facebookでお伝えしま
す。

中町 六川南中学校

おぶせ
ミュージアム

中町公会堂

国道403号

交番

桜塚観音
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　6月20日トポスで、おぶせっこ応援隊などからなる
「子どもたちと未来を考える会」の打ち合わせ会が開
催されました。最初に「Most Likely To Succeed（こ
れからの学校の役割）」アメリカのHigh Tech High（詰
め込み教育ではない、自分で考えさせる課題解決型学
習を取り扱う特別認可学校）をテーマにしたドキュメ
ンタリー映画を鑑賞しました。参加者からは「日本で
は無理じゃないか」「こういう教育を求めている親も多
い」と激論が交わされました。第1回の「子どもたちと
未来を考える会」は8月下旬に開催される予定です。

急速に変化する時代の学びとは

情

報ラ
イナー

情

報ラ
イナー

お届けします
まちの話題を　東町のボランティア団体「東町子ども見守り隊」に須

高交通安全協会長と須坂警察署長から感謝状が贈られ
ました。子どもたちに安全に登校してもらおうと平成
21年6月から毎朝、大日通りで交通整理を行っている
活動に対して感謝の意が伝えられたものです。隊長の中
込經

つ ね お
雄さんは「信号の無い交差点で子どもたちが安全に

渡れるように活動を始めました。これまで大きな事故も
なくほっとしています。子どもたちには必ず『おはよう』
と声をかけます。子どもたちも返してくれて気持ちがい
いし、元気をもらっています」と喜びを語りました。

東町子ども見守り隊に感謝状

　7月3日から5日まで、おぶせファーマーズの皆さん
と、一般社団法人全国農協観光協会の都市農村交流企
画「快汗！猫の手援農隊」として県外から参加した14人
の皆さんが農作業で汗を流しました。参加者の一人の
村井恒彦さんは「援農隊にはよく参加しています。コロ
ナ禍で中止が相次いでいたため、また農村で交流を深
めることができてうれしい」と話し、受け入れ先となっ
たぶどう農家の島田さゆりさん（飯田）は「最初は不安
でしたが、皆さん丁寧に、説明したとおりに作業をして
いただきとても助かりました」と笑顔を見せました。

農作業で交流を深める


