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ウインタースクールがオンラインで
開催されました

　毎年夏に開催しているＨＬＡＢ。今年度は新型コロナ
ウイルスの影響で夏の開催を見合わせ、従来とは形を変
え12月26日～ 29日に開催されました。
　テーマは「Love your journey」。町内からは2人の
高校生がオンラインで世界とつながる旅に出ました。

実行委員長　及
お よ べ

部愛実さん（東京大学3年）
　新型コロナウイルスの影響で夏の開催を延期し、
冬の開催に向けて準備を進めてきました。感染拡大
が収まらず、オンラインでの開催を決めたのが11
月でした。町の人のお宅へのホームステイなど、小
布施ならではの町民の皆さんと関わる企画がない中
で、どのように小布施町と関わりを持つことができ
るのかを考えました。小布施町は寛容で、一緒に何
かをやってくれる町。これからも町の人たちと一緒
に小布施の魅力を作っていきたいと思っています。

　開閉会式には市村町長、中島教
育長、関町議会議長が出席。

（写真は開会式）

　閉会式では高校生たちのサプ
ライズ企画で、大学生たちに感謝
のメッセージが贈られました。

海外大学生　J
ジャスティン
ustin L

リーシェ
ixieさん

　　　　　　(アメリカ・オーバリン大学） 
　小布施町はホームステイを受け入れてくれ、人に
やさしいことを知っています。小布施でみんなに会
いたかったのですが、オンラインで会うことができ
て良かったです。自宅からのオンラインだとプログ
ラムによって参加しないこともできるので心配な
面がありました。でも高校生たちは全てのプログラ
ムに参加してくれました。みんなと仲良くなれてよ
かったし、みんなの成長にびっくりしました。

運営委員　
中村陽奈子さん

（青山学院大学2年
　　・小布施町清水出身）
　実際に集まることはでき
なくても小布施を知っても
らい、小布施のことを主体
的に考え、関わってもらいた
いと思いプログラムを考え
ました。高校生たちとのコ
ミュニケーションにおいてもリアルな場所を共有できな
い分、できるだけ自分の意見を自ら発信してもらえる仕
組みを考えました。高校生たちが徐々に自分の話をして
くれるようになり、何でも話せる安心感を一緒に作るこ
とができました。オンラインでもひとりひとりとしっか
り向き合うことができました。私自身も高校生たちに気
づかされる場面もあり、一緒に成長できたと思います。

笹澤夏希さん（林・市立長野高校3年）
　コミュニケーションのあり方を学び、自分の意
見を主張しつつ相手も尊重できるバランスのとれ
た人間になりたいと思い参加しました。一昨年の
夏に参加し、今回で2回目なので「成長しなきゃ」
というプレッシャーがありました。でも、みんな
温かく迎えてくれてプレッシャーなんて感じなく
てよかったと思いました。いろいろなことにチャ
レンジできた4日間でした。大学生になったら運
営委員としてHLABに関わっていきたいです。

伊藤みのりさん（松の実・須坂高校1年）
　自分の好きなこと、やりたいことを見つけたい
と思い参加しました。参加するまではわくわくし
ていたけど、始まってみると「みんなレベルが高
い」と気後れしてしまいました。でも「自分の価
値観を認めれば大丈夫」と受け入れてくれたのが
うれしかったです。何かを始める時、「何のため
に？」と考えてしまっていたけど「わくわくする
から、やりたいから」でも良いんだと思えました。
自分の考えが変わる瞬間がいくつもありました。

参加高校生から　～ 4日間の旅を終えて～

　同時開催していた「HLAB徳島」
の高校生と交流。距離を越えての
交流はオンラインならでは。
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ことを伝え、考えてもらうことが重要だと考えて
います」と話してくれた。
学生に寄り添った支援の充実へ
　一方で、須磨さんは、学生の困りごとをさまざま
な制度と結びつけ、具体的に解決する方法を考え
るスクールソーシャルワーカーとしても活動して
いる。加えて現在は、公式LINEを使って学生の悩
みに応えている。顔が見えないLINE上でのやり
取りについて、須磨さんは次のように語った。「最
後は『またね』『いつでもLINEしてね』と言って、
その日のやりとりを終えます。ただ、近くにいる
子も遠くにいる子も支援できる仕組みをこれから
作っていかなければならないと考えています」。

　今回のインタビューで1番印象に残った言葉は
「若い人に防災のことを考えてもらうことが重要
だ」というものだった。若い人は物事を柔軟に受
け入れやすく、また飲み込みも早く、それが結果
的に地域を救うことにもつながる。この話から、
私たちも若いうちから防災を始めとした地域活動
に関わっていくことや、そしてその姿勢を次の世
代に伝えていくことが大事なのだと思った。

　今回お話を伺ったのは、小布施町を拠点とした
災害ボランティアや、地元の福井県で福祉の活動
を行っている須磨 航

わたる
さん。

　須磨さんは昨年4月から、防災担当の地域おこ
し協力隊として活動を始めている。

防災ボランティアとしての模索
　防災の分野に足を踏み入れるようになったきっ
かけは、大学2年生の時に発生した九州北部豪
雨だった。当時、九州にいた須磨さんは大学の友
人とともにボランティア活動に参加した。また、
2016年に起きた熊本地震の被災者の方と話す活
動のなかで、「怖かった」という思いには寄り添う
ことができた。一方で、発災直後の活動には参加
できなかったため、災害発生時の状況まで理解す
ることはできず、ボランティアとして継続的に関
わっていく必要性を感じたそうだ。
　現在、須磨さんが重点を置いているのは学生
に対する防災教育だ。そのことに関して「大人に
なってからではなく、学生や若い人たちに防災の

noteも更新中！メンバーそ
れぞれの想いを掲載してい
ます。ぜひご覧ください！

地域おこし協力隊通信　№9

　11月22日に開催した小布施能では、新型
コロナ感染対策のため、子どもたちの出演を
見合わせ、12月29日に子どもと親御さんだ
けで別途子ども能として開催しました。当日
は午前10時から地域の皆さんにご協力いた
だき餅つきを行った後、11時30分から子ど
も能を開催。演目は当初小布施能で予定して
いた「鶴亀」を披露しました。

　このコロナ禍で、改めて何のために子ども
たちに謡を教えるのか、その意味を考えてい
ます。ただ単に謡が上手というのではいけな
い。人がきちんとすること、本気になること、
よく見る、よく聞く、よく真似をすること。能
の言葉で「情（こころ）声に発す」とありますが、
声は胸にある気持ちが湧き出たもの。なぜ、
どうしてその「気持ち」が今、謡としてうたわ
れているのだろうか。子どもたちはその「気持
ち」を学ぶことで、いいこと、悪いこと、本来
の物事が分かるようになります。私も40年小
布施町に通い、長老たちから「人とは何か、生

情（こころ）声に発す情（こころ）声に発す
き物とは何か」と学んできました。その教えを
引継ぎ、どこでも通用する人物を育てること
で、将来町を率いるリーダーがこの町の子ど
もたちから生まれると信じています。

お肴謡プロジェクト主宰・宝生流 能楽師 シテ方　佐野登さん

　力いっぱいお餅をついて腕が
疲れたけど、餅つきも能も楽し
かったです　　　中島大誠くん

　「子ども能鶴亀」を小布施町ビデオリポー
ターに撮影していただきました。
　動画は、小布施町公式YouTubeチャンネ
ルからご視聴いただけます。

子ども教室　餅つき・子ども能

餅つきに奮闘する子どもたち 「力を発揮する発表の場は子どもに特
に必要」と佐野さんは話します

出演者全員で記念撮影佐野登さん

　小布施町地域おこし協力隊員が主催する「ゆるく
楽しいつながりづくり」の場、オブミッション。小
学生を対象として月に2回、ミッションをもとに、
遊びながら創造力や思考力を鍛えるコミュニティで
す。12月11日は、「救おう！いのち。」をテーマに、
ぼうさいミッションゲームを行いました。AEDの
使い方、消火の方法、担架の作り方などをゲームを
通して学びました。
　参加した子どもたちは、子どもたち同士でどんな
アイテムをどのように使うのかを考え、ミッション
クリアを目指していきました。「防災」はどうしても
堅苦しく、難しいものとなってしまいます。だからこ
そ、楽しみながら考える「オブミッション」で得た知
識を、万が一の時に生かしていただきたいです。
　さて、今年から「オブミッション」はリニューア
ルします。毎回出されるミッションをもとに、遊び
ながら創造力や思考力を鍛える場から、だれでも気
軽に来ることができ、宿題をしたり遊んだり、より
自由に安心してゆっくり過ごせる空間とし、毎週金
曜日に開催していきます。
    地域おこし協力隊  須磨  航、佐々木 愛、遠山宏樹

「オブミッション」に遊びに来てね！

オブミッションに
来てくれた子ども
たちと

　こんにちは、地域おこし協力隊の日髙健です。今
回は、地域おこし協力隊と総合政策推進室で企画し
ている「小布施バーチャル町民会議」についてご紹
介します。昨年1月に赴任してから1年が経ちます
が、たくさんの方々に支えていただき、非常に充実
した日々を送っています。外から来る者を温かく受
け入れる懐の深さは、葛飾北斎を迎え入れた江戸時
代から、H

エイチラボ
LABや小布施若者会議を開催する現代

まで続く、小布施の大きな魅力だと感じます。そん
ななか、新型コロナウイルス感染症の影響で、小布
施を訪れる人も少なくなってしまいました。町外か
ら小布施に関わる人の流れを絶やさないためにで
きることはないかと考え、企画に至ったのが「小布
施バーチャル町民会議」です。2月から3月にかけ
て開催するこのプログラムでは、参加者がオンライ
ンで集い、「関係人口」「観光」「教育」というの3つ
のテーマで町のこれからを構想します。小布施に来
ることが難しくても、オンラインで小布施とつなが
り、新たな交流が生まれる。そんなきっかけとなる
ことを願っています。「小布施バーチャル町民会議」
の活動内容については、今後ホームページなどで発
信していく予定です。ぜひ今後の動きに注目してい
ただければ幸いです。
　　　　　　　　  　   地域おこし協力隊　日髙 健

小布施バーチャル町民会議を開催します

バーチャル町民会議のホーム
ページはこちらから

トピック
ス
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須磨 航さん。
笑いを交えながら
話してくれ、楽しい
雰囲気の中でイン
タビューできまし
た。 文責・ 村田紘基レイアウト・池田亜加理
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会場　小布施町役場２階　第１会議室
時間　8:45 ～ 16:30

2月16日㊋ 東町

17日㊌ 上町・中町

18日㊍ 伊勢町・中央

19日㊎ 中扇・横町

22日㊊ 福原・栗ガ丘

24日㊌ 大島

25日㊍ 飯田・林

26日㊎ 山王島・北岡

28日㊐ 日曜相談日

3月1日㊊ 押羽・羽場

2日㊋ 六川・中子塚

3日㊌ 矢島・清水・中条

4日㊍ 松村・水上

5日㊎ 雁田・松の実

8日㊊ 千両・クリトピア

9日㊋

予備日

10日㊌

11日㊍

12日㊎

15日㊊
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区分 貸与月額
　高等学校
　特別支援学校高等部
　中等教育学校後期課程　
　専修学校高等課程

国公立 　14,000円以内

私立 　24,000円以内

　高等専門学校 　19,000円以内

　専修学校専門課程
　大 学

国公立 　自宅通学　　32,000円以内
　自宅外通学　40,000円以内

私立 　自宅通学　　40,000円以内
　自宅外通学　55,000円以内
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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～

選挙運動費用の公費負担制度が始まりました
　公職選挙法の一部改正に伴い「小布施町議会議員及び
小布施町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す
る条例」を制定しました。これにより候補者の選挙運動
費用の負担を減らし、立候補や選挙運動の機会均等を図
ります。一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の
費用などが公費負担となります。ただし、一定の得票数

に達しない場合は供託金が没収となり公費負担の対象外
になります。

公費負担となる選挙運動の種類と限度額（1日当たり）

一般乗用旅客自動車
運送契約（ハイヤー）

自動車借入契約
（レンタカー）

燃料供給契約
運転手の雇用契約

（1人）

64,500円 15,800円 7,560円 12,500円
※対象期間は、候補者届出日から選挙日の前日まで

選挙運動用ビラの作成の公費負担限度額と枚数

1枚当たりの限度額単価 枚数の範囲

7円51銭
　 町長5,000枚

町議会議員1,600枚
※7円51銭（単価）×枚数＝限度額
選挙用ポスターの作成の公費負担限度額（小布施町掲示場数31カ所）
〇公費負担対象枚数31枚
〇ポスター作成の単価限度額　1枚当たり3,313円

　公職選挙法（第92条）の一部改正に伴い、町長
選挙の候補者50万円の供託に加え、町村の議会議
員の選挙でも15万円の供託が必要になりました。

〇供託金の導入

供託金没収点
【町長選挙】有効投票総数の10分の１　
【町議会議員選挙】有効投票総数を議員定数で除した
　数の10分の１

■問い合わせ　小布施町選挙管理委員会
　　　　　　　（総務課総務係内）
　　　　　　　☎026-214-9100
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所在地 地目 作付品目 面積（㎡）
押羽字水窪 畑 リンゴ 426
都住字三田町 畑 ブドウ 991
雁田字観音下 畑 （元）リンゴ 2,749

○主な登録物件

所在地 地目 作付品目 面積（㎡）
中松字中条沖 畑 栗 3,137
中松字中条沖 田 水稲 2,462
都住字水久保 畑 更地 1,383

　農業委員会とJAでは、農地の荒廃を防ぎ、担い手の
農家による有効利用を促進するため、売買・貸借等を
希望する小布施町、須坂市、高山村の農地情報を提供
しています。「売りたい」「貸したい」農地と「買いたい」

「借りたい」農家さんを登録し、紹介して結び付けて
いますので、お気軽に農業委員会事務局や地区の農業
委員、農地利用最適化推進委員にお問い合わせくださ
い。随時登録を受け付けています。
　いったん荒廃してしまうと、買い手・借り手が見つかり

農地バンクをご利用ください

にくくなります。また、春になると作付けに間に合わない
ため担い手農家さんへの紹介が困難になります。「売りた
い」「貸したい」農地がある人は、良好な肥培管理ができ
ているうちに、お早めに相談されることをお勧めします。
■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
　ＪＡながの（須高営農センター）
　　☎026-245-0153

他にも多くの登録物件があります。

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 ～ 19:00（平日）

有
料
広
告

2月の休館日▶2日㊋、9日㊋、16日㊋、23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 ―

　　　　　　  9：00 ～ 18：00（土日祝日）

　小布施町立図書館蔵書検索システムからインターネットで
WEB予約が可能です。
　インターネット予約にはユーザー登録が必要です。利用者
カードを持参の上、カウンターでお問い合わせください。ユー
ザー登録は、利用者カード所持者ならどなたでも登録できます。
　WEB予約の手順の詳細は、下記アドレスから「Web予約の
利用について」をご参照いただくか、小布施町立図書館ホーム
ページから「まちとしょテラソについて」→「館外貸出・予約・返却」
→「インターネットサービス・ユーザー登録について」→「Web
予約の利用について」へおすすみください。
https://www.town.obuse.nagano.jp/lib/docs/8892.html

インターネットサービス／ユーザー登録
について 　口にうつろと書いて

「嘘」ですね。よくでき
ている漢字だと思いま
せんか？人間をだます
ために言う、事実とは異
なる言葉ですが、 時と
場合によってはついて
もいい嘘もあるのが世
の常。悪い事ばかりではないのかもしれません。今月はそ
んな「嘘」の世界へご案内いたします。

２月のテラソ百選のテーマは「嘘」です

２月のおはなし会
日　時 内　容

2月 13日㊏ 10:30 ～ お父さんの読み聞かせ会
2月 19日㊎ 15:30 ～ 低学年のためのおはなし会
2月 27日㊏ 10:30 ～ おはなし会

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止にな
る場合がありますので、ご了承ください。

東郷清児 著 / コスモ２１
　「自宅で
最 期 」を
願っている
のに8割が
病 院 で 亡
くなるのは
日本だけ。
経済、長寿

が世界トップクラスの日本で、と
りわけお年寄りの幸福度があまり
に低い理由を読み解く！

『なぜ、在宅では「いのち」
の奇跡が起きるのか？』 中嶋豊 著 / 信濃毎日新聞社

　
　 武 田・
上 杉 の 勢
力争いと、
そ れ に 絡
む 村 上、
真 田 氏 ら
の 攻 防 の

舞台となった信濃に残る戦国期
の山城跡130カ所を取り上げ、
登るためのルートをイラスト地
図で解説する。

『いざ！登る 信濃の山城』
辻堂ゆめ 著 / 小学館

  　「 私 は
……東洋の
魔 女 」。認
知症の母が
つぶやいた
謎の言葉。
母が隠して
いた「家族

の過去」とは？息子の泰介は、九州
から東京へ出てきた母の過去を何
も知らないことに気づく。二つの
五輪を貫く、三世代の大河小説。

『十
とお

の輪をくぐる』
中山七里 著 / ＮＨＫ出版

　『護
まも

られ
なかった者
たちへ』に
連なる「宮
城 県 警 シ
リーズ」待
望の続編。
3.11から数

年後の仙台で、津波による行方不
明者たちの身元が騙

かた
られる事件が

次 に々発生！その意味と、犯人の目
的とは果たして…社会派長編小説

『境界線』

25日㊍（図書整理日）
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　3年前の5月に小布施に転入してきました。小布施町
はコンパクトで、若い人たちも関わってアイデアを出し合
いながらまちづくりをしていて明るい町だと思います。
　子どもが4人いるのですが、以前暮らしていた町で
は周りの人たちが子どもたちを気にかけ、声をかけた
りしてくれました。夫は仕事が忙しくて家にいる時間
が少なかったので、子どもは地域に育てていただいた
と思っています。そういった経験があるから、自治会
の活動に積極的になれたんだと思います。分館長を引
き受ける時「私は抜けているところがあるので不安で
す」と言うと、自治会長さんが『それくらいがちょうど
いい。みんなで支えるから』と言ってくださり、楽し

　5年生では、去年の「小布施丸なす」に続き、地元野
菜の「小布施からみ大根」を育てています。小布施から
み大根組合さんの協力の下、まちづくり委員会の工藤
さんから、大根の育て方と社会科で学んだ「地産地消」
や「フードマイレージ」を絡めた地元野菜と食に関わる
お話を聞きました。授業で学習した内容を生かすとと
もに、地域の野菜を知る貴重な体験になりました。

　工藤さんのお話を聞いて、地域のことを知ることは
大切だと思いました。あと地産地消をすればトラック
のガソリンなどを節約することができます。そうすれ
ば、環境問題も克服できるのでいいと思いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　5年生 中村智久さん

学校・園だより
小布施からみ大根を育てました　栗ガ丘小学校 5 年生POSTPOST

〒〒学学 校校

く活動することができました。
　分館活動で印象に残ってい
ることは、花壇づくりを通して
区民の皆さんの温かさにふれ
たことです。「作業お疲れさま」

「花壇いいね。きれいな花だね」
など、お互いに声をかけ合う姿
を見ると本当にうれしいです。
これからも、明るく暮らしやすい自治会の実現に向け
て活動したいと思います。また、以前暮らしていた町
でやっていた、学校での子どもたちを支援するボラン
ティア活動にも参加できればと思っています。

いいね

小布施

未来へのメッセージ

明るく住みやすい地域のために　去年の千両分館長　石井 文
あや

さん

支え合い はじめの一歩 つながる小布施の「わ」 新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて中学生
もがんばっています

「平等な見方を」
　医療従事者や感染してしまった人への差別や偏見がありま
す。自分が感染してしまう可能性もあります。差別している人
たちも自分が差別される側になってしまったらどう感じるので
しょうか。きっと、とてもつらい気持ちになると思います。たと
え病気になってもみんな同じ人間です。だからこそ自分と他人
を区別せず、平等に考え合うことで差別はなくなると思います。

「冷静な行動を」
　悲しい思いをする人が出ないようにしたいです。人は恐
怖を感じた時に人にいやな思いをさせてしまいます。まず
立ち止まって、冷静に生活するべきだと思います。　

生徒の皆さんから

「巨大アマビエ図」
保健委員会が「疫病退散」「みんなに笑顔！」を願っ
て作成し、昇降口に掲示しました。

五味 隆 教頭先生
　中学校では、差別や偏見、誹謗中傷などを許さない気持ちを
持つことや、誰もが感染する可能性があり、もし周りの人がか
かったら温かな気持ちで見守りたいという心を持つことを生徒
に話をしているところです。みんなが大変な時こそ、お互いの気
持ちを考えて、支え合うことを大切にしていきたいと思います。

トピックス

心
の和

人権教育
　令和2年度人権同和教育推進に関する入選作品の
ポスターの部で優秀賞に入賞した作品を紹介します。

人権同和教育の推進に関する
ポスター入選作品

栗ガ丘小学校6年
古川伊

い ま り
茉里さん

小布施中学校 小林優
ゆうま

真さん

土屋衣
いぶき

吹さん

関谷晴
はるの

乃さん１年１組

人権委員会

小布施中学校 番場奏
かのん

音さん

中村悠
ゆうご

吾さん

大田悠
ゆうすけ

輔さん
人権委員会

２年２組

小布施中学校 佐藤瑞
みずき

光さん

中村凌
りょうすけ

輔さん

小林千
ち お

桜さん
人権委員会

3年２組
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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

ヒートショックに気を付けましょう
ヒートショックとは
　家の中の急激な温度差により血圧が大き
く変動することで失神や心筋梗塞、脳梗塞
などを引き起こし、体へ悪影響を及ぼすこと
です。
ヒートショックを防ぐには
〇防寒し外気に皮膚をさらさない
〇食事や飲食は入浴後に
〇入浴前後に水分補給
〇湯船の温度を上げ過ぎない
〇浴室やトイレの温度を上げる
〇トイレでいきみすぎない
　（普段の便秘対策も重要）
■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

おぶせっこ
大集合!!

1 月 生 ま れ

2月、3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
☆2月生まれ   1月29日㊎
☆3月生まれ   2月26日㊎
●応募先　総務課広報係　☎026-214-9100（直通）
　　 soumu@town. obuse.nagano.jp

いつも元気いっぱいでニ
コニコな凪くん、これか
らもたくさん遊ぼうね！」

「

柴田仁 （伊勢町）より慈母父

  しばた ・  なぎ

柴田 凪 くん

R2.1.6生

相談内容 日　　時 相　談　員 場　所　等

人権相談
3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

2㊋、16日㊋
13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール

事務室
行政相談 19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

15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

3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

17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
※2月11・23日休業

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
18日㊍

14:00 ～ 16:00
※要予約

弁護士
司法書士

北斎ホール
相談室・講習室

２月の各種相談

令和3年２月 イベントカレンダー
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

日 月 火 水 木 金 土

1/31 2/1
◇エンゼル豆ま
き（A グループ
11:00 頃 ～ 天
使）18P

2
◇エンゼル就労
相談（10：00 ～
天使）
◇エンゼル豆ま
き（B グ ル ー プ
11:00 頃 ～ 天
使）18P

3
◇転倒予防教室
(名字あ～さ行)

（13：30 ～ 健
福）

4
◇ 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）

5 6

7 8
◇エンゼルほの
ぼのカンファレ
ン（10：00 ～
天使）

9
◇ダンスで脳元
気教室（13:30
～健福）

10 11 12
◇転倒予防教室
(名字た～わ行)

（13：30 ～健
福）

13

14
◇資源物回収

（8：00 ～生駐）

15
◇転倒予防教室
(名字あ～さ行)

（13：30 ～健
福）

16 17
◇須高広域シ
ルバー人材セン
ター入会説明会

（13: 30 ～桃源
荘）
◇ウオーキング
健康教室（13：
30 ～北体）

18 19
◇エンゼル乳幼
児食作り

（9：45 ～天使）

20
◇無料住宅相談
会（10：00 ～
旧上高井郡役
所）P20

21 22 23 24 25 26
◇転倒予防教室
(名字た～わ行)

（13：30 ～ 健
福）

27

28
◇まちづくり委
員会住民防災講
座（10：00 ～
健福）

3/1 2 3 4 5 6

6歳おめでとう。これか
らも元気いっぱいに成長
してね」

かさはら  ・  あおひ

笠原 葵陽
H27.1.16生

笠原優父 （中町）より望母

「

くん

天使・・・エンゼルランドセンター　北体・・・北部体育館

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

　2月の日程
グループ 利用できる日にち

A
1日㊊、3日㊌、5日㊎、9日㊋、12日㊎、16日㊋、
18日㊍、22日㊊、25日㊍

B
2日㊋、4日㊍、8日㊊、10日㊌、15日㊊、17日㊌、
19日㊎、24日㊌、26日㊎

無病息災、疫病退散を願い「豆まき」を行います。
期日　①２月１日㊊　Ａグループ
　　　②２月２日㊋　Ｂグループ
時間　11:00頃
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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

vol.

series 88
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」

千両から栗ガ丘の松川土手道です

私のお気に入りは

　春、桜が満開。夏、両脇の雑草との闘い。地区の
方の苦労を感じながら、秋、紅葉と木枯らしで枯
れ木に変わっていく寂しさ。冬、景色の色が無く
なり川の音が妙に大きく聞こえてくる。壮大な北
信五岳が目の前に広がる。千両から入り、どこま
で土手道が続いているか知りたくて川沿いを歩い
てみて、このコースがとても気に入った。四季の
変化を感じることができ、信号がないので自分の
ペースで歩くことができる。ゆったりとした時間
も感じられる1.4キロのコースである。

広報員
関 明彦さん（中条）

春の妖精　カタクリの花
　カタクリはユリ科の多年生植物で山地に群生して
います。雁田山でも群生地が数箇所確認されていま
す。早春の木の芽が出る前に咲くのでスプリング・エ
フェメラル（春の妖精）と呼ばれる植物の一つです。
花が咲き、種子が地上に落ちると、アリが種子を遠く
まで運びます。種子から花が咲くまでに数年かかりま
すが、この間に茎が地下深く伸びて地下15cm位の
所に鱗

りんけい
茎（球根）ができます。この鱗茎から昔はカタ

クリ粉を取ったといいます。現在のカタクリ粉はジャ
ガイモの澱

でんぷん
粉です。　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse 　　106

1、2_カタクリの花　3_群生するカタクリ　4_カタクリ
の実（写真2~4は清水さん提供）

1 2

3

至須坂
国道403号

千両

　風しんの流行と先天性風しん症候群を防ぐため
に「抗体検査」「予防接種」を実施しています。
　風しんは、発疹、発熱、首や耳の後ろのリンパ
節の腫れが特徴の感染症です。大人がかかると症
状が重くなることがあります。特に、妊娠初期の
妊婦さんが風疹に感染すると、生まれてくる赤
ちゃんの目、耳、心臓に障害を引き起こすことが
あります。(先天性風しん症候群)
対象　昭和37年4月2日～昭和54年4月1日　
　生まれの男性
受診場所　①各医療機関（実施していない医療機
　関もありますので直接お問い合わせください）
②健康診査と同時実施（勤務先、受診医療機関に
　お問い合わせください）
検査方法　抗体検査は血液を採取して検査します。
　検査の結果、予防接種の対象と判定された場合に
　予防接種を受けてください。
持ち物　町から配布されたクーポン券、住所確認
　できるもの(健康保険証等)
◎これまで風しんの予防接種の機会がなく、免疫
　を持っていない可能性の高い昭和37年4月2
　日～昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、
　無料で「抗体検査」「予防接種」を受けられるク
　ーポンを配布しています。
期間　平成31年4月1日～令和4年3
　月31日まで（3年間）

風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう

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

10・11カ月児健康診査 2月17日㊌ 受付  13:00 ～13:15 令和2年  3月～   4月生まれ

3・4カ月児健康診査 2月24日㊌ 受付  13:00 ～13:15 令和2年10 月～11月生まれ

子育て教室・こっこ塾
（6・7カ月児） 2月25日㊍ 受付   9:30 ～  9:45 令和2年  7月～   8月生まれ

第 1 期
対象　1歳～ 2歳未満のお子さん　
接種期間　1歳の誕生日前日～ 2歳の誕生日の前
　日まで
第 2 期
対象　年長児のお子さん(平成26年4月2日～平
　成27年4月1日生まれ)
接種期間　令和3年3月31日　まで
共通事項
　対象の年齢を過ぎると任意接種（有料）になり
ます。

松川

4

第一生命保険㈱と包括連携協定

くだもの街道

栗ガ丘
麻しん風しん混合(MR)ワクチン予防接種
を受けましょう

両親学級を開催します
　妊婦さんとその家族を対象に、体験を通
じて出産や子育てについて学びます。
　参加を希望する人は、健康福祉課健康係
までお申し込みください。
開催日　2月8日㊊
時間　9:00 ～
内容　妊娠中の過ごし方、妊娠中の食事、
　歯の健康づくり、　
　妊婦体験・沐浴体験
　ほか
会場　保健センター

健康増進、スポーツ振興、子育て支援、産業振興、
環境保全への取り組みなど、あらゆる分野で協働
して町民の皆さんの福祉の向上を目指すためのも
のです。締結式で久留嶋 純長野支社長は「地域の
課題解決の一助を担いたい。コロナ禍の中で、現
在も小布施町の飲食店の皆さんの応援キャンペー
ンなどを行っています。これから町と話し合いな
がら、改めて具体的な取り組みを進めていきた
い」とあいさつ。市村良三町長は「健康寿命の延
伸や商工業の支援などで支えていただければ心強
く思います。ますますの連携によって町民の皆さ
んの福祉の向上につなげていきたい」と話し、協
働の取り組みがスタートしました。

　1月６日㊌に第一生命保険株式会社と、町民の
健康増進や地域経済の活性化のための「包括連携
協定」を締結しました。お互いが連携し、町民の
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インターネットで新たな交流

　栗ガ丘小学校5年1組が、インターネットを使っ
てミャンマーのヤンゴン日本人学校の子どもたちと
交流しています。昨年の3月まで担任だった久保田
智絵美先生が4月からミャンマーの日本人学校に赴
任することになり、栗ガ丘小の子どもたちの「ミャ
ンマーのみんなとつながりたい」との希望から実現
したもので、新型コロナウイルス感染症の世界的な
拡大のため日本に留まっている久保田先生が橋渡し
をしています。
　12月17日には2回目となる交流会が実施され、
お互いの地域の特色を知るためのクイズを出し合い
交流を深めました。久保田先生は「ミャンマーの子
どもたちとはまだ会えず、毎日オンラインで授業し
ています。日本では学校が再開し、栗ガ丘小も体育
祭などは開催できましたがミャンマーはまだ再開し
ていません。日本の子どもたちには、外国の状況を
知ることで自分たちの恵まれた環境に気づいてほし
い。これからも時間を見つけて子ども同士をつなげ
ていきたい」と話します。
　整備されたインターネット環境のもとで、新しい
形のグローバル交流が始まっています。

　クイズを出し合ったのが
楽しかった。（ミャンマーの
寺院の写真を見て）お寺が大
きくて、光っていてすごかっ
た。また交流したいです。　
　　　　　　　芋川琥

こ は く

博さん

石田未
み に

弐さん
　クイズが楽しかった。今度は私たちが作った
詩を紹介したいです。
池貝采

こ と か

夏さん
　栗ガ丘小のことを知ることができてよかった。
今度は私たちのことをもっと知ってほしいです。
大久保智

ち ひ ろ

宏さん
　ミャンマーの人はみんな明るくて、あいさ
つしてくれます。ミャンマーのことを知れば、
行ってみたくなると思います。
佐藤  空

そら

さん
　小布施はにぎやかな町だと思った。ミャン
マーには大きなパゴダ（お寺）もあって、馬車
もあります。遊びに来てください。

ミャンマーのヤ
ンゴン日本人学
校の皆さん

情

報ラ
イナー

情

報ラ
イナー

お届けします
まちの話題を

～栗ガ丘小5年1組とヤンゴン（ミャンマー）日本人学校～

　２回目となった今回は子どもたちも積極的に対
話できるようになり、深いコミュニケーションを
取ることができました。この新しい出会いから多
くの刺激を受け、自分の世界を広げていってほし
いです。　　　　神田由美子先生（5 年 1 組担任）

タブレット端末
を使ってミャン
マーに動画を送
信。学 校 活 動 の
様子を紹介しま
した。

ミ ャ ン マ ー に
しっかり届いて
います。

（写真はヤンゴン
日本人学校のク
ラーク和行さん）


