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ボランティア交流会

「柔らかい全身運動の太極拳を体
験しよう！」をテーマに雪桜の会の
皆さんから太極拳を教わりました。



　　　　　　　　

noteも更新中です！書ききれなかった想い
や、取材を通して考えたことをそれぞれ自
由に掲載しています。ぜひご覧ください！

10月号　塩澤美幸さん

11月号　小島有さん

12月号　須藤彰人さん

1月号　須磨 航さん

２月号　
ハート・ララビ―さん
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髙井鴻山記念館
春季展「髙井鴻山と師知友―岸駒・星巌・暁斎・
象山ら多彩な顔ぶれ―」を開催します
　鴻山は青年時代、京都、江戸へと遊学し多くの人
脈を広げました。その交流が小布施に北斎ら一流作
家の芸術品を残したのです。信濃の善光寺を訪れる
文人墨客は必ず小布施の鴻山邸を来訪するといわれ
るほどで、暁斎や其角堂永機らも滞在しています。
師や知友に恵まれ、天性の知性とユーモアをあわせ
もつ鴻山の姿を感じていただけます。この機会にぜ
ひご覧ください。
　会期　４月23日㊎～７月７日㊌
　開館時間　9:00 ～ 17:00
　入館料　一般300円、高校生150円、
　　　　　中学生以下無料

友の会会員を募集しています
　髙井鴻山について学習を深めるとともに、記念館
の環境整備等を行う友の会会員を募集しています。
活動内容　展示替え、来館者の案内、環境整備等のサ
　ポート、生誕祭等の行事の開催・参加、研修視察など
年会費　1,000円
その他　会員証の提示で何度でも無料で入館できます
■問い合わせ　髙井鴻山記念館
　　　　　　　　☎026-247-4049

岸駒「虎図」

小布施の自然災害を知り備える
小布施まちづくり委員会住民防災講座2

28

　避難所の掲示板は、避難して
くる人が一番見やすいように、
入口の受付に配置しました。
瀧澤菜々子さん

栗ガ丘小学校防災授業

ゲームを通して災害を学ぶ

　栗ガ丘小学校4年生が、地域おこし協力隊の須磨
航さんの防災授業を受けました。クロスロードとい
う災害時にとる行動をYES・NOの札で決めるカー
ドゲームや、H

ハ グ
UG（避難所運営ゲーム）を通して災

害時の行動について学びました。
Voice

3
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新しい時代の交流を考える

　オンラインでバーチャル町民会議が開催され、全国各
地からの17人の参加者により「参加者がつくりたい小布
施の未来」について議論しています。参加者は「関係人
口」、「観光」、「教育」の3部会に分かれて、現在の小布施
町の状況や課題を各部会有識者のゲストから聞き取りな
がら、問題解決や改善について話し合います。第1回は2
月7日にキックオフ会議として開催され、第
4回の3月20日には最終報告会で町政策へ
の提言がされる予定です。最終報告会の様
子はYoutubeでご覧いただけます。
※右QRコードから会議をご覧いただけます

　まちづくり委員会「安全を考える部会」による住民
防災講座が北斎ホールで開催され53人が参加しまし
た。講師の廣内大助信州大学教授は「昨年の水害も、
起こるまでは自分は大丈夫とみんな言っていたが、実
際に被害が出た。長野県は断層が多く地震も起こり
やすい。日ごろからHUG（避難所運営
ゲーム）やDIG（災害想像ゲーム）、タ
イムラインを通じて防災意識を高める
ことが大切である」と語りかけました。
※右QRコードから講演をご覧いただけます

情報 Hot Line
　参議院長野県選出議員の欠員に伴う補欠選挙の投
票が4月25日㊐に行われます。選挙日当日は新型
コロナウイルス感染症防止の対策を行いますが、感
染症拡大防止のため、期日前投票の混雑予想をご確
認いただき、期日前投票をしていただくこともご検
討ください。
選挙日程　告示日　4月8日㊍
期日前投票（予定）　
〇期間　4月9日㊎～ 24日㊏
〇時間　8:30 ～ 20:00
〇場所　北斎ホール

参議院長野県選出議員補欠選挙のお知らせ
【期日前投票の混雑状況】（前回の実績による予想）

■問い合わせ　
　小布施町選挙管理委員会（総務課内）
　　☎026-214-9100

期　日 混雑状況

4月9日㊎～ 18日㊐　 余裕あり

4月19日㊊～ 21日㊌　 やや混雑

4月22日㊍～ 24日㊏　 混雑

２
７ 20 ６ 20

３
・ ・

1_全国各地から小布施のまちづくりに興味を持った人が集結　
2_第1回のキックオフ会議では市村前町長のまちづくり講演会も開催
3_第2回の教育部会では松木栗ガ丘小学校長から小布施町の教育の現
　状と課題をヒアリング

３

1

2

コニュニティースクール通信　№6
　小布施学園コミュニティ・スクール運営委員会では、
学用品等のリユースのため「おさがり交換会」を開催し
てきました。今年はコロナ禍のため、交換会の開催自体
は見送りましたが、おさがり品の回収のみ行います。
もう使わなくなったけど、まだまだ着られる運動着や制
服はありませんか。次のとおり回収ボックスを設置しま
すのでお持ちください。
○おさがり品回収ボックス設置
設置期間　3月22日㊊～ 4月9日㊎
設置場所　役場、認定こども園栗ガ丘幼稚園、
               わかば保育園、つすみ保育園
回 収 品　幼稚園・保育園園児服（夏服・冬服）、
             小・中学校運動着、中学校制服、給食着、
　　　　　紅白帽、スキーウェア、鍵盤ハーモニカ

お 願 い　
　汚れや破損が気にならない程度の洗濯済みのもの
で、誰かが喜んでもらってくれるだろうという状態のも
のをご提供ください。

■問い合わせ　小布施学園コミュニティ・スクール
　運営委員会事務局（教育委員会子ども支援係内）
　　☎026-214-9110
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ダンスで脳

元気教室

チャレンジ

のど自慢教室

転倒予防教室①

（名字あ行～さ行）

転倒予防教室②

（名字た行～わ行）

4月13日㊋ 中　止 4月２日㊎、９日㊎ 4月6日㊋、16日㊎

5月11日㊋ 5月31日㊊ 5月７日㊎、18日㊋ 5月14日㊎、21日㊎

6月8日㊋ 6月28日㊊ 6月２日㊌、11日㊎ 6月4日㊎、18日㊎

7月13日㊋ 7月26日㊊ 7月２日㊎、９日㊎ 7月6日㊋、16日㊎

8月10日㊋ 8月30日㊊ 8月６日㊎、20日㊎ 8月17日㊋、27日㊎

9月14日㊋ 9月27日㊊ 9月３日㊎、10日㊎ 9月7日㊋、17日㊎

10月12日㊋ 10月25日㊊ 10月1日㊎、8日㊎ 10月5日㊋、15日㊎

11月9日㊋ 11月29日㊊ 11月２日㊋、12日㊎ 11月5日㊎、16日㊋

12月14日㊋ 12月20日㊊ 12月３日㊎、10日㊎ 12月7日㊋、17日㊎

令和4年
1月11日㊋

令和4年
1月31日㊊

令和4年
1月４日㊋、14日㊎

令和4年
1月7日㊎、21日㊎

2月8日㊋ 2月28日㊊ 2月１日㊋、15日㊋ 2月4日㊎、25日㊎

3月8日㊋ 3月28日㊊ 3月１日㊋、11日㊎ 3月4日㊎、18日㊎
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講座名 講　師 初回開講日時 開講曜日 備　考

やさしいフルート教室 西澤ふみよさん ５月14日㊎
19:30～20:30 第2・4金曜日 楽器、器材必要

教材費300円

やさしいヨガ教室 跡部奈美さん ５月21日㊎
9:30～10:30 第1・3金曜日 ヨガマット必要

やさしい健康フラ教室 鈴木有子さん ５月14日㊎
9:30～10:30 第2・4金曜日

楽々手芸教室 佐々木友子さん ５月17日㊊
13:30～15:30 第1・3月曜日 材料費実費

数百円位

健康体操教室 山崎良子さん ５月13日㊍
13:45～14:45 第2・4木曜日

コカリナ教室 関谷富士子さん ５月12日㊌
19:00～21:00 第2・4水曜日 コカリナ代

7,000円(予定）

お豆と野菜の料理教室 樋田れい子さん ５月24日㊊
11:00～13:00 第2・4月曜日 材料代

1回500円

健康リズム体操教室 藤澤佳子さん ５月17日㊊
11:00～12:00 第1・3月曜日

初心者書道教室 吉池久美子さん ５月20日㊍
 19:00～20:00 第1・3木曜日 用具必要

紙代など実費

初級陶芸教室 荻原恒夫さん
竹前朱美さん

５月10日㊊
 19:00～21:00 毎週月曜日 道具・材料代

5,000円位

教室名 講師等 初回開講日時 会　場

小布施の文化を学ぶ教室 金田功子さん ほか 6月2日㊌ 隔月第１㊌
9:30 ～ 10:30

公民館
第2学習室

○ 郷土めぐり教室 全７回
（石仏・神社の由来や史跡めぐり）

郷土史家
小林暢雄さん

6月3日㊍ 毎月1回㊍
13:30 ～ 15:30

公民館
第2学習室

葛飾北斎教室 Ⅴ 全４回 北斎館主任研究員
竹内　隆さん ほか

５月24日㊊ 隔月第4㊊
9:30 ～ 10:30

公民館
第2学習室

江戸文芸教室 Ⅳ全４回 日本近世文学会員
浅岡修一さん

5月10日㊊ 隔月第１㊊
9:30 ～ 10:30

公民館
第２学習室

○ ウクレレ教室 全7回
（癒しの音色を奏でよう）

ウクレレ講師
関　昌夫さん

５月12日㊌ 第2・4㊌
10:00 ～ 11:30

北斎ホール
講習室

古文書教室 関谷　公さん 5月19日㊌ 第３㊌
9:30 ～ 11:30

公民館
第2学習室

入門オペラ教室
（一般教養講座　文化芸術） 社会教育委員 ５月19日㊌ 不定期

18:00 ～ 21:00
公民館
講堂

万葉集の心を学ぶ教室 公民館教材
万葉読書会

５月10日㊊ 第2・4㊊
13:30 ～ 14:30

公民館
第2学習室
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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～

安全確認と予防対策で農機による死亡事故を
防ぎましょう
　農林水産省のデータによると、近年、毎年300
人前後の人が農作業中の事故で亡くなっていま
す。これは、高齢者や機械操作に不慣れな人が多
いためで、農作業中の死亡事故は一般の交通事故
の6倍、建設業の3倍もの件数に及びます。
　春を迎え、作付けなど作業が本格的に始まる季
節です。安全確認や予防対策をしっかり行い、農
作業事故を予防しましょう。

事故対策　3つのポイント
１　確実な運転操作とブレーキ連結の確認
２　安全キャブ・フレームの装着とシートベルトの
　着用
３　ランプ類や低速車マーク等の取り付け

　「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、紹介して結びつけて
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。

■問い合わせ　
　小布施町農業委員会（産業振興課農業振興係）
　　☎026-214-9104

越高綾乃 著/かもがわ出版
　
　 ピ ッ ピ
やローラ、
マーニーに
アントン…
幼 少 期 は
もちろんの
事、思春期

のつらい時、そして、大人になっ
てからも彼らはいつもそばにいて
くれた。子どもと本を結ぶ、等身
大の海外児童文学ガイド。

『つぎに読むの、どれにしよ？』

まちとしょまちとしょ
テラソinformationテラソinformation

有
料
広
告

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 ―

昭文社企画編集室 編/昭文社
　日本列島
を分断する
フォッサマ
グナ、碓氷
峠越えと信
越 本 線 の
歩み。長野
県の地形・

地質、歴史、産業・文化など多彩
な特徴と魅力を地図で紹介。知ら
れているようで知られていない長
野県の意外な素顔に迫る。

『長野のトリセツ』

柴田ケイコ 作/ＫＡＤＯＫＡＷＡ
　パンどろ
ぼう、それ
は世界じゅ
うのおいし
いパンをさ
がしもとめ
る、おおど
ろぼう。パ

ン屋のおじさんにさとされて、りっ
ぱなパン職人になりました。ところ
がまたしても事件の予感が…

『パンどろぼう vs
にせパンどろぼう』

　タイトルに「風」と
付く書籍は多いです。
人知の及ばないものに
対する畏怖や畏敬の
念があるからでしょう
か？春風に誘われて図
書館へ…そこには体
感した事のない風が吹
いてるかもしれません
ね！お好みの強さの風
をお選びください。

４月のテラソ百選のテーマは「風」です

岸見一郎 著/扶桑社
　 危 機 が
過ぎ去るま
であと何日
か、ノルマ
は達成した
か、あと何
年生きられ
るか？人生

を数えてみても自分の思う通りに
はならない。哲学者が考えを深め
た末に辿り着いた日々を“価値あ
るもの”にするためにできること。

『数えないで生きる』

４月のおはなし会
日　時 内　容

４月 ３日㊏ 10:30 ～ たんぽぽおはなし会

４月 10日㊏ 10:30 ～ お父さんの読み聞かせ会

４月 16日㊎ 15:30 ～ 低学年のためのおはなし会

4月 24日㊏ 10:30 ～ おはなし会

☎ 026-247-2747 / Fax 026-247-4504
開館時間　9:00 ～ 19:00（平日）
　　　　　　  9：00 ～ 18：00（土日祝日）
公式HPで最新情報をご覧いただけます

4月の休館日▶6日㊋、13日㊋、20日㊋、27日㊋
22日㊍（図書整理日）

一般会計補正予算について審議されました。
●議案　令和２年度補正予算　１件（可決）
◎議案の概要
● 補正予算　◇ 一般会計

〔補正額〕1,684万9千円
〔補正後の額〕74億8,750万8千円
■ 歳出の主なもの

（衛生費）
○新型コロナウイルスワクチン接種事業費
　　　　　　　　　　　　　1,684万9千円

小布施町議会　令和３年２月会議
審議期間　２月12日

　令和3年4月1日以後に発生した事故から、見
舞金の支給額等の内容が一部変更となります。
　令和3年3月31日までに発生した交通事故の見
舞金などは改正前の内容での支給となります。
■問い合わせ
　建設水道課都市計画係　☎026-214-9105

東北信市町村交通災害共済　見舞金額などの内容が変わります
改　正　前 改　正　後

死亡見舞金 160万円 200万円

自転車の自損事故 8万円（上限） 40万円（上限）

ボルト・ギプスを
使用した場合

2万円加算して
見舞金を支給 支給なし

※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。

　グーライト（地上デジタル121ch）で放送中のおぶせ
チャンネルDVDをテラソに設置しています。１月は町
長インタビュー、２月は町で輝く女性座談会を特集し
ました。３月は東大先端研の特集です。

おぶせチャンネル DVDを設置しています

　まちづくり委員会では、「どのような形であれば多くの
町民の皆さんが町議会選挙や町政に関心を持てるか、現
役世代がどのような議会であれば参加しやすいのか」な
ど、今後の議会の在り方や議員のなり手不足解消につい
て検討してきました。報告を兼ねて町民の皆さんからご
意見をいただきながら、より良い仕組みづくりを共に考え
たいと思います。ご参加をお待ちしています。
日時　４月３日㊏　18:00~20:00
場所　公民館３階講堂
■問い合わせ　
　　企画政策課（小布施まちづくり委員会事務局）　　
　　　     ☎026-214-9102

小布施まちづくり委員会「議員のなり手不足を
考える」意見交換会を開催します

小布施町農地バンクをご利用ください

　令和2年4月から令和3年1月までの利用状況は以下の
とおりです。（4月13日～5月15日まで、新型コロナウイルス
感染拡大予防のため休館いたしました）

テラソの利用状況をお知らせします

8月 9月 10月 11月 12月 1月
6,318 6,189 6,594 4,639 4,932 5,046
8,189 6,925 7,051 6,174 6,379 7,385

令和2年度 4月 5月 6月 7月
来館者数（人） 2,432 2,509 4,452 6,453
貸出冊数（冊） 5,216 4,833 6,299 7,750
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　放課後児童クラブは放課後留守になるご家庭の子ども
たちをお預かりする場所として、低学年を中心に異年齢
の子どもたちが、支援員の見守りの中放課後の時間を過
ごしています。この1年、コロナウイルス感染症予防とし
てマスクを着用し、夏休み・冬休み期間は部屋を分散し
て活動したり昼食をとりました。いつもと違う不自由な面
もありますが子どもたちは元気に過ごしています。今は、
高学年の児童にまとめてもらいながら、児童クラブでの
ルールの確認、何をして遊ぶかなど話し合いを行ってい
ます。もうすぐ新1年生を迎えた生活が始まります。継続
して利用する児童も新1年生が入ってくることを心待ち
にしています。

学校・園だより学校・園だより
「小布施放課後児童クラブ」　POSTPOST

〒〒学学 校校

心
の和

人権教育 ほしい」などの意見がでました。
私も「被差別部落について、しっ
かり知らないのに反対するなん
てひどい」と思いました。しか
し、お母さんの気持ちを考える
と、世間の目が気になったり、子
どものことを考えたりしていた
ことが分かりました。結婚差別を学び、親に反対され
たら嫌だけど、親の気持ちもわかるので、難しい問題
だと思いました。
　人権学習は、身近に考えていかなければいけないこ
とがたくさんあると気づかされました。これから先、
問題にぶつかったときは、この三年間で身につけたこ
とを生かし、見て見ぬふりをしないで、しっかりと取
り組んでいきたいです。

（令和2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）

　私は三年間の学習を振り返るため、道徳ファイルを
見返しました。いじめ、視覚障がい、ハンセン病など、
様々な問題について学び、考えてきたことがわかりま
した。その中でも、特に記憶に残っているのは、部落
差別についてです。
　三年生で結婚差別の動画を見ました。結婚を約束し
たある日、女性は自分が被差別部落出身であることを
男性に伝えます。男性は、被差別部落のことをよく知
らないまま、「そんなことは関係ない」と言いますが、
男性の母親に結婚を反対されます。もし、自分が男性
の立場だったら、どう親を説得するか考えました。ク
ラスでは、「被差別部落だから、という理由で反対され
たくない」や「彼女が悪いわけではない。考え直して

３年間の人権学習を振り返って
小布施中学校 3 年　三井　華さん

　 「おはようございます」。朝８時頃に中学校の前を通る
と、昇降口からさわやかなあいさつが聞こえてきます。
　１月からスタートした２年生主体の生徒会について、生
徒会役員に話を聞きました。
　荒井生活委員長は「毎朝、生活委員会であいさつ運動
をしています。あいさつで一日が気持ちよくスタートして

もらったらうれしいで
す」と話します。大平
生徒会長は「活動の目
的を理解し、自分から
動く生徒会にしてい
きたい。今は、心に残
る楽しい３年生を送

る会の実現を目指しています」、竹節副会長は「おそれな
い」、丸山副会長は「チャレンジ精神」と抱負を続けました。
生徒会顧問の三井先生は「理論的に考えて計画し、手順
をもって活動することで、本番を最高に楽しもう」と支援
をしています。コロナ禍の中、今できることに心を込める
中学生。「人の役に
立ちたい」という思
いがこもったあいさ
つや活動が、周りの
人の心に元気を与
えています。

いいね

小布施

未来へのメッセージ
「今できることに心をこめて」　小布施中学校生徒会
生徒会長　大平 啓

け い と
斗　　副 会 長　丸山 日

ひ よ り
愛　副 会 長　 竹節 櫂

か い と
音　　生活委員長　荒井 祥

さ ち よ
陽■問い合わせ　文書館　☎026-214-9114

文書館講演会を開催します
　文書館では、昨年「龍雲寺文書」163点の寄託を
受けました。この貴重な文書の収集・寄託者である
小林暢雄さんを講師に、小布施の寺院の成立ちや近
世の村人の暮らしについて、三回のシリーズに分け
てお話をしていただきます。受講料は無料、申し込
みも不要です。どうぞお気軽にお出かけください。

日時　4月17 日㊏　14:00 ～ 15:30
場所　公民館３階講堂
テーマ　「小布施における寺院の展開」
講師　郷土史家　小林暢雄さん

【今後の予定】
◎第２回期日　５月15日㊏
テーマ「龍雲寺の山号と小布施村の異称」
◎第３回期日　６月19日㊏
テーマ「寺請・寺送り・往来手形文書」
※いずれも時間は、14：00 ～ 15：30。場所は、
　公民館３階講堂です。

左から荒井生活委員長、丸山副会長、大平会長、竹節副会長

信濃路は　みんなの笑顔　つなぐ道　~春の全国交通安全運動を実施します～
　「信濃路は みんなの笑顔 つなぐ道」をスローガン
に、春の全国交通安全運動が行われます。
運動実施期間
　4月6日㊋～ 15日㊍
運動の重点
○子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保
○自転車の安全利用の推進
○歩行者等の保護をはじめとする安全運転意識の向上

長野県重点
○高齢運転者等の安全運転の励行歩行者の皆さんは道
　路を横断するときは左右の安全を確認しましょう。

■問い合わせ　
　建設水道課都市計画係　☎026-214-9105

　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。
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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
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日 月 火 水 木 金 土

3/28 29 30 31 4/1
◇つすみ保育園入
園式（9:30 ～）
◇わかば保育園入
園式（10:20 ～）
◇特定任意講習会

（18：30 ～ 須 坂 警
察署）

2
◇栗ガ丘幼稚園
入園式（10：00～）

転倒予防教
室 ( 名字あ～さ
行 )（13：30 ～
健福）P7

3

4 5 6
◇栗ガ丘小学校入
学式（10：00 ～）

転倒予防教室
(名字た～わ行)

（13：30 ～健福）
P7
◇小布施中学校入
学式（14：00 ～）
◇春の全国交通安
全運動（～ 15日）
P13

7 8
オレンジカ

フェくりんこ
（13：30 ～健福）

9
転倒予防教室

(名字あ～さ行
（13：30 ～健福）
P7

10
◇スポーツ少年
団開校式

（7：00 ～北斎
ホール）

11
◇資源物回収

（7：00 ～生駐）
P15

12 13
ダンスで

脳元気教室
（13:30 ～健福）

14
◇須高広域シ
ルバー人材セン
ター入会説明会

（13: 30 ～桃源
荘）

15 16
転倒予防教

室(名字た～わ
行)（13：30
～健福）P7

17

18 19 20 21 22 23 24

25
◇参議院長野県
選出議員補欠選
挙投票日（7：00
～ 20：00　町
内4投票所）P５

26 27 28 29 30 5/1

有
料
広
告

問い合わせ　各種相談☎026-247-31114月の各種相談

おぶせっこ
大集合!!

3 月 生 ま れ4月、5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
☆4月生まれ 3月31日㊌
☆5月生まれ 4月30日金○

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

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

4月の日程

エンゼルランドセンターメンテナンス
　エンゼルランドセンターは、4月7日㊌～ 11日㊐まで
エアコンクリーニング等、館内メンテナンスのため休館い
たします。再開は4月12日㊊からです。

5歳のお誕生日おめでと
う♪たくさんご飯を食べ
て、元気に遊んでね」

「

わたなべ  ・  ももは

渡辺 桃羽 ちゃん

H28.3.24生

渡辺利之 （中扇）より麻美母父

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

7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

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
※29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
15日㊍

14:00 ～ 16:00
※要予約

弁護士 北斎ホール
相談室

令和3年４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 　　

グループ 利用できる日にち

A
2日㊎、6日㊋、12日㊊、14日㊌、16日㊎、19日㊊、
21日㊌、23日㊎、27日㊋

B
1日㊍、5日㊊、13日㊋、15日㊍、20日㊋、
22日㊍、26日㊊、28日㊌、30日㊎

【申告会場・開設期間】
●長野市若里市民文化ホール
　受付時間　8:30 ～16:00
　４月９日㊎まで（土・日・祝日を除く）
●長野税務署
　受付時間　8:30 ～16:00
　４月12日㊊～15日㊍
※申告会場への入場には、入場できる時間枠
　が指定された「入場整理券」が必要です。
※4月12日以降の長野税務署内の会場は庁
　舎が大変狭く相談スペースの確保が困難
　なことから、１日の整理券配布数が極めて
　少なくなります。申告相談をご希望の方は
　「長野市若里市民文化ホール」の開設期間
　内（4月９日㊎まで）にご来場ください。
■問い合わせ　長野税務署
　　　　　　　☎026-234-0111

申告所得税・個人消費税・贈与税の
確定申告会場と開設期間のお知らせ

ちゃん

2歳おめでとう！にこにこ元
気なちーちゃん、たくさん
笑って過ごせますように。」

 　やの   ・  　ちさき

矢野 千紗希
H31.3.6生

矢野陽介父 （中扇）より優子母

「

プラレール、紙芝居が大好
きなゆうくん。これからも
たくさん遊ぼうね」

    おりやま ・  ゆうや折山 裕哉
H28.3.30生

折山靖志 （上町）より美沙子母父

「

くん

・・・おでこポイント対象事業

◇参議院議員補欠選挙期日前投票  P5

◇参議院議員補欠選挙期日前投票

◇参議院議員補欠選挙期日前投票

おでこポイント
再開しまーす♪
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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

10・11カ月児健康診査 4月 12日㊊ 受付 13:00 ～  13:15 令和２年  5月～6月生まれ

3・4カ月児健康診査 4月 21日㊌ 受付 13:00 ～ 13:15 令和２年12月～ 令和３年1月生まれ

子育て教室・こっこ塾
（6・7カ月児） 4月 22日㊍ 受付  9:30  ～  9 :45 令和２年 9 月～ 10月生まれ

ハコベは春の七草
　ハコベはナデシコ科の植物で、道端や畑などで
普通に見られるので多くの人に知られています。
春になり気温が上がってくると白い小さな花をた
くさん咲かせます。ハコベは、前年の晩秋に芽を
出して、雪の下で春を待って花を咲かせます。こ
のような植物を越年生植物と言います（2年生植
物とは違います）。厳密には、小型のコハコベ（雄
しべ１～ 7本）とやや大型のミドリハコベ（雄し
べ５～ 10本）に分類します。　　
　　　　　　　　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse

　　108vol.

1_春に咲くハコベの花
2_花のつくり

（写真1、2は清水さん提供）
3_町内のどこでも見られる
撮影地：まちとしょテラソ前

1 2

3乳幼児健康相談をご利用ください
　健康福祉センターでは毎月1回、乳幼児
健康相談を行っています。保健師・管理栄
養士・臨床心理士が相談をお受けします。
発育・発達、育児のこと、離乳食・幼児食
のこと等お気軽にご利用ください。

　日程は小布施町乳幼児健診・子育て教室カレ
ンダーをご覧ください。
４月の相談日　
　４月7日㊌　9:30 ～ 11:30
場所　健康福祉センター

総合体育館の公園（大日堂公園）です

私のお気に入りは

　子どもの頃から体育館を利用し
てきましたが、この頃は体育館の
外で子どもと遊んでいます。自宅
から徒歩数分なので、子どもと「体
育館行こう！」と出かけます。遊
具は多くありませんが、ブランコ
に乗って靴飛ばしをしたり鬼ごっ
こをしたり。あまり沢山の人が遊
んでいないところも結構気に入っ
ています。

広報員がお気に入りの場所を紹介します
series 90 Obuse 「寄っとくんない 見てくんない」

彩発見
Sai

広報員
近藤ふみ さん
　　　　　 （東町）

去年の春の写真です

　これからの桜の季節はとてもきれいです。ブラ
ンコに乗って桜の木々の間から青空を見上げれば
日々のストレスも飛んで行くような気がします。

　給与の支払いを受けている国民健康保険・後期
高齢者医療の被保険者に対する傷病手当金の適用
期間《新型コロナウイルスに感染（感染が疑われる
発熱等の症状も含む）し、その療養のために労務
に服することができない期間》を、国民健康保険被
保険者は令和4年3月31日まで、後期高齢者医療
保険の被保険者は6月30日まで延長します。
■問い合わせ　
　健康福祉課健康係　☎026-214-9107

国民健康保険・後期高齢者医療制度
傷病手当金の適用期間を延長します

「須高地域の医療を守ろう義援金」の募
集期間を延長しました

　新型コロナウイルス感染症の対応に当たられて
いる須高地域の医療従事者の皆さんを支援するた
めの義援金の受付期間を延長しました。
受付期間　令和4年２月28日㊊まで
受付方法　指定口座への振り込み
指定口座　

献血にご協力ください
日時　5月11日㊋　9:30~11:00
場所　保健センター

【400ml献血の採血基準】
年齢　〇男性17~69歳　〇女性18~69歳
　（男女とも65歳以上の人は60~64歳の間に献
　血経験のある人）
体重　男女とも50㎏以上

　中島千波様と妻の美子様より「mumyo（無明）’
19-9L・R」四曲一双屏風２点のほか、「巨峰」「紅
玉りんご」「桔梗」など四季の花々を描いた本画
12点、クロッキーデッサン絵巻3点、そのほか額
装された貴重なデッサン画やリトグラフ、木版画
など、合計55点の作品を寄贈いただきました。
　また美子様より、ShinPA展出品作家、高橋祐
次、高岡香苗、古谷一弘の絵画、彫刻などの作品
を寄贈いただきました。誠にありがとうございま
した。厚く御礼申し上げます。

　おぶせミュージアムでは、中島千波展「牡丹と桜」
を開催します。「花の画家」、「花の肖像画家」と異名
をとる中島千波。日本各地を訪れてスケッチを惜し
まない姿勢は今なお精力的に続いています。
　今展覧会は牡丹と桜を中心に、花に魅了された画
家の壮大な世界を紹介します。会期中は、昨年増設
した、島根県大

だいこんしま
根島の牡丹花壇（約30種類）も満開

となります。（開花は5月上旬）
会期　４月23日㊎～ 6月29日㊋（会期中無休）
開館時間　9:00 ～ 17:00
入館料　一般300円
　　　　高校生150円
　　　　中学生以下無料

春の中島千波展
「牡丹と桜」を開催します

令和 2 年度寄贈作品

口座名義　須
ス コ ウ チ イ キ ノ イ リ ョ ウ ヲ マ モ ロ ウ ギ エ ン キ ン

高地域の医療を守ろう義援金
■問い合わせ　
　健康福祉課健康係　☎026-214-9107

金融機関 口座番号

八十二銀行
須坂市役所出張所 普通預金　132849

長野県労働金庫
須坂支店 普通預金　4023817

ゆうちょ銀行 00190-1-266085

18令和19 町報 おぶせ　2021(　　3)-3令和 町報 おぶせ　2021(　　3)-3



　2月10日、町と小布施郵便局で、住民サービスの向上
と地域経済の活性化のための「包括連携に関する協定」
を締結しました。安全・安心な暮らしの実現、地域経済
活性化、子どもの育成、地方創生に連携して取り組むも
ので、土屋小布施郵便局長は「子どもへのハガキを使っ
た教育などに取り組みたい」とあいさつ。桜井町長は「郵
便物を配達いただくことは、同時に住民の安否確認もし
ていただいていることでもあります。日常のちょっとし
た異変でも情報共有をいただきたい」と話し、住民サー
ビスの向上に向けて協働することを確認しました。

ともに安心できる地域に
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お届けします
まちの話題を

ふるさとを離れても、小布施の
ホットな情報をお届けします！
町外の家族・友人に町報おぶ
せを送りませんか？
年額（送料）1,200円（月100円）
申し込み　総務課広報係まで
※スマートフォンアプリ「マチイロ」でも無
　料でお読みいただけます。

新型コロナウイルス感染症ワクチン
接種について、こまめな情報提供を

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。

　ワクチンについて、接種方法やスケジュールなどマ
スコミからは情報が出てきますが、町からの発表があ
りません。町報やホームページで周知してほしい。

意見

※メールでいただいたご意見です

回答
　新型コロナワクチン接種に関するコールセンターを3
月15日に開設し、お問い合わせに対応しています。
　ワクチンの接種券（無料クーポン券）は今月下旬から
順次郵送します。接種時期は医療従事者の皆さんへの接
種後、高齢者、基礎疾患のある人などの順に進めていく
予定です。詳しい情報は町のホームページに緊急情報と
して「新型コロナウイルスワクチン情報等」のページを設
け、あわせて同報無線などでお知らせしていきます。
■問い合わせ　
　健康福祉課健康係　☎026-214-9107

コールセンターを開設し、お問い合わせ
に対応しています。（☎ 026-214-9977）

分館対抗交流バドミントン大会
　3 月 14 日に総合体育館で分館対抗バドミントン交
流大会が開催されました。コロナ禍のため希望する
分館のみの参加とし、松村と中町の 10 選手に 40 人
の観客が声援を送りました。1 試合目は松村が勝利。
2 試合目は分館の枠を越え交流試合を楽しみました。

Voice
　参加分館は少なかったですが、
プレッシャーがかからず気負わな
いでプレーできました。
安財真智子さん（松村）


