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教 育

観 光

関係人口

地域おこし協力隊通信

退任のごあいさつ
　3月31日をもちまして、地域おこし協力隊を退
任させていただくこととなりました。1年間とい
う短い間でしたが、ハザードマップの改訂や避難
所開設キットの作成、小学校での防災教育などを
させていただきました。「防災」はとても堅苦しい
分野です。しかし災害に備えることは、自分や周
りの大切な人を守ることにつながります。今後は

NPO団体として、小布施
町の皆さんと楽しく防災
を考えていきたいと思っ
ています。今後ともよろ
しくお願いいたします。

須磨  航

小学校での防災授業（昨年11月）

　非常に濃密で凝縮された時間を過ご
し、地域に貢献できる自分の関わり方
を発見できたのが一番の収穫でした。
更に深みにハマりそうな小布施との関
係も楽しみにしています。
　　　　　（平田憲太朗さん・東京都）

　2 年前の小布施まちづくりプログ
ラム以来、また小布施と関われたらと
思っていたので、今回のバーチャル町
民会議が新たな「関わりしろ」になり、
とても良い機会でした！今後も小布施
の関わりしろを一緒につくれたらうれ
しいです。　（北

き た の

埜航太さん・長野県）

　「バーチャル会議」という形になっ
たことで、より参加者の多様性が広が
り、さまざまな視点や立場から小布施
の未来を考えることができました。　
　　　　　　（大谷香織さん・東京都）

　５月８日に「バーチャル町民会議オフ会」をオ
ンラインで開催しました。
　岩手県から新しいメンバー２人も加わり、総勢
12人でこれからの活動について意見交換を行い

『小布施により深く関わることで町をより良く、
面白くしていく』という共通の目的を確認しまし
た。今後はテーマごとにチームを立ち上げ取り組
んでいくこととし、構想の実現に向けて活動をス
タートさせました。

長野県在住のメンバーには直接参加していただきました

会議の「これから」を議論　オフ会を開催 参加者からのVOIC
E
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地域おこし協力隊通信

小布施町議会構成　令和3年５月10日～

議長 小林一広

副議長 小西和実

総務産業常任委員会
委員長  福島浩洋　副委員長  水野貴雄
委員　関　良幸　小西和実　大島孝司
　　　渡辺建次　関　悦子

社会文教常任委員会
委員長  中村雅代　副委員長  寺島弘樹
委員　竹内淳子　小林一広　小渕　晃
　　　関谷明生　小林正子

政策立案常任委員会
委員長  小渕　晃　副委員長  竹内淳子
委員　中村雅代　小西和実　大島孝司
　　　関谷明生　渡辺建次

議会広報常任委員会
委員長  寺島弘樹　副委員長  関　良幸
委員　水野貴雄　福島浩洋　小林一広
　　　小林正子　関　悦子

議会運営委員会
委員長  大島孝司　副委員長  小渕　晃
委員　寺島弘樹　中村雅代　福島浩洋
　　　小西和実

新たな議会活性化
特別委員会

委員長  小西和実　副委員長  小林正子
委員　寺島弘樹　水野貴雄　関谷明生
　　　渡辺建次　関　悦子

監査委員（議会選出） 渡辺建次

須高行政事務組合
議会議員 小林一広 中村雅代

北信保健衛生施設
組合議会議員 小林一広 中村雅代

長野広域連合議会
議員 小林一広 小西和実

高山村外一市一町
財産組合議会議員 小西和実 福島浩洋

小布施町議会令和3年5月会議

　正副議長の辞任に伴う議長・副議長の選挙が行われ、
新しい議会構成が決まりました。また、一般会計補正予
算などについて審議が行われました。

審議期間　5月10日
●議案
○条例の一部改正
○一般会計補正予算
○監査委員の選任（議会選出）

1件（可決）
1件（可決）
1件（同意）

おぶせミュージアム・中島千波館
春の中島千波展「色んな図鑑」開催中

　富士山・桜・牡丹・朝顔・椿の屏風のほか、牡丹
のスケッチ75点を展示。表紙絵〔社会・人物シリー
ズ〕では不安・怒り・悲しみを描いています。
会期　6月29日㊋まで（会期中無休）
時間　9:00 ～ 17:00
入館料　一般500円、高校生250円
　　　　（中学生以下無料）

中島千波さんから四曲一隻屏風「弥生・朝霧高原の不二」
ほか35点の作品・資料を寄贈いただきました

寄贈いただいた作品は、開催中の春の中島千波展「色んな図
鑑」でご覧いただけます

　 4月24日、25日のワークショップには大勢の皆さんにご参加いた
だきました。ハンギングバスケットマスターの資格をもつスタッフさん
と一緒に、ハンギングバスケットや寄せ植えを作りました。

　フローラルガーデンでは植物に親しんでもらう
ワークショップを毎月開催しています。6月は「夏
の花の寄せ植えをつくろう！」を予定しています。
詳しくは、インスタグラムで！

ワークショップにお出掛けください

　子どもの成長には食事が大切なよ
うに、植物の成長は土が土台になり
ます。生き生きとした花が咲くよう
に、土づくりを大切にしています。
　庭園には春と秋に2度咲くフジや
ハナスオウという珍しい木もありま
す。ぜひ見に来てください。
フローラルガーデンスタッフ
　　　　　　　小淵まり子さん

4月は寄せ植えのワークショップを開催

V O I C E

有
料
広
告



7 町報 おぶせ　2021(　　　)-5令和3 6町報 おぶせ　2021(　　　)-5令和3

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～

農地等の利用の最適化に関する改善意見書」
を提出

■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ながのでは、農業でバイトしたい人と、働
き手が欲しい農家をつなぐマッチングアプリをは
じめました。
町民の皆さんへ
〇子育ての合間や休日等の空いた時間を活用して
　農作業してみませんか。
〇数時間から１日単位で農作業が簡単にできるよ
　うになりました
農家の皆さんへ
〇アプリで働き手を探してみませんか
〇ＪＡの組合員でなくても利用可能です
〇アプリの利用には、労災保険の加入が必要です

スマートフォンアプリで「１日農業バイト」を始めませんか

■問い合わせ
　ＪＡながの須高営農センター営農課　☎026-245-0153

1日でもOK

空いた時間だけ

毎日は無理でも週
に2、３回なら

休日に副業で農業
を手伝いたい

アップルストア

グーグルプレイ

　４月２２日、3年間の活動を通じて農業者の皆さ
んからいただいたご意見を基に、これからの農業政
策に反映されるよう「小布施町の農地等の利用の最
適化に関する改善意見書」を町に提出しました。

意 見 書 の 内 容（ 要 旨 ）
農地の有効利用の促進
〇遊休農地を借り受ける際の整備費の助成
〇自作地として農地を維持できるよう、手間のかかる作
　業や大型機械作業を手助けする仕組みの創設　など
病害虫の発生抑制について
〇防除作業を効率的に行うため、作付作物ごとの集約
　化を推進
有害鳥獣対策について
〇猟友会や農協等と連携し、対策事業を充実
農業委員会組織と活動について
〇法令業務の精度の向上と農地利用最適化推進活動の
　迅速化のため、タブレット端末や衛星データ画像の
　活用等、先進技術を導入し圃場情報を可視化　など
農業政策全般について
〇小学校の田植え教室と稲刈り教室について、食物栽
　培の苦労と喜びをもっと感じてもらえるように体験
　内容を検討　など

町長に意見書を渡す田中はる子会長（真ん中）と
関谷幸彦会長代理

日にち

６月30日㊌ 11月10日㊌

7月21日㊌ 令和4年1月26日㊌

9月6日㊊ 令和4年3月17日㊍

　例年、小布施町で開催されるHLABのサマース
クールでは、町内の高校生を含む全国からの高校生
参加者50人がセミナーやワークショップ、講演会
等のプログラムに参加し、自らの将来について主体
的に考えていきます。国内外から集まったメンター
と共に地域や学校などあらゆる垣根を越えて交流を
深め、多様な価値観に触れる経験を通して、私たち
と共に未来への一歩を踏み出しませんか。
日程　8月14日㊏から20日㊎まで（予定）
開催方式　合宿またはオンラインによる開催（検討中）
参加費　開催方式に応じて今後決定（小布施町内か
らの参加高校生には参加費の補助があります。）

応募方法　詳細は公式ホームページ
　　　　　　（https://h-lab.co/）をご覧ください。
※サマースクール開催に向けて、別途小布施町内の
　高校生を対象としたプレイベントを開催する予定
　です。詳細は後日ホームページに掲載予定ですの
　で併せてご確認ください。　

H
エイチラボ

LAB OBUSEサマースクールを開催します

家庭菜園の利用者を募集しています
　トマトやキュウリなど、好きな野菜を育ててみま
せんか。
対象者　町内在住の農家以外の人
空き区画数（１区画は１００㎡）
　①中条沖菜園　７区画
　②フラワーセンター北側菜園　２区画
　③雁田菜園　１区画
年間使用料　１区画2,000円
■お申し込み・問い合わせ
　　産業振興課農業振興係  
　　　☎026-214-9104　※受け付けは先着順です

お知らせ

「フレイル健康相談」を開催します
　「人生100年時代」と言われていますが、ご自分
の10年後、20年後の将来に向けて健康を維持でき
るような取り組みをしていますか？
　【フレイル】＝虚弱とは、加齢とともに心身の活力
が低下した状態で「健康」と「要介護状態」の中間に
あることをいいます。
　いつまでもイキイキとした毎日を過ごすために、フ
レイル対策に取り組みませんか。専門職（保健師・管
理栄養士・理学療法士・歯科衛生士）が内容に応じて
個別に相談にのり、一人一人にあったアドバイスをし
ます。相談は無料で、毎回予約制です。
対象者
　おおむね65歳以上の人（予防の観点から、介護認
定を受けておらず心身が自立している人）
場所　健康福祉センター（千年樹の里）

内容　個別相談・握力測定ほか
　　　（ご相談内容によっては実技指導もします）
時間　いずれも13:30 ～ 16:00
　　　（一人あたりおおむね30分間）

　町とＪＡながのなどで組織する「縁結びの会」
では、農業の労働力不足解消のため、お手伝い
をしてみたい人を随時募集しています。
■申込方法　
　産業振興課または町ホームページにある申込
書を提出してください
■お申し込み・問い合わせ
　　産業振興課農業振興係
　　　☎026-214-9104

「縁結びの会」の会員（お手伝いさん）を募集し
ています

有
料
広
告

有
料
広
告
②

※お申し込みは先着順となります
　（各回先着10人）
※内容によって、複数の職種への相談も可能です
■申し込み・問い合わせ
　　地域包括支援センター　☎026-242-6680
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　年度当初の4月に、春の交通安全教室、第1回避難訓練
を実施しました。いずれも自分の命を守るための大切な学
習となります。交通安全教室は須坂警察署小布施交番、小
布施町交通安全協会の皆様にご指導をいただき、 1、2年
生は歩行訓練、3 ～ 6年生は自転車乗りの実習を行いまし
た。校庭に作った模擬道路での練習に加え、実際に町内の
道路での実習も行いました。PTA交通安全指導部の皆様
にもご協力をいただいてよい学習ができました。避難訓練
は全校児童が校庭に避難をし、全員の安否を確認した後に
須坂市消防署小布施分署の皆様、小布施町消防団長様に
講評をいただきました。自分の身を自分で守る「セルフレス
キュー」についてお話をお聞きしました。消火器の使い方の
講習も行い、６年生の代表児童が実際に体験をしました。

学校・園だより
栗ガ丘小学校POSTPOST

〒〒学学 校校

心
の和

人権教育

の車に投石をしたりする人が
います。今起こっている差別
は、昔あった差別と似ている
と思います。すばらしいこと
をしている人や、何も悪いこ
とをしていない人でも差別の
対象になってしまうからで
す。私は、相手のことを考え
て言葉を発したり、行動した
りすることが差別をなくす第
一歩だと思いました。

（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。学年は現在の学年）

　人権学習で、二学年は部落差別について学びまし
た。昔、人々は普段と違った状態になることをケガレ
と考え、それはうつると考えられていました。ケガレ
を取り除くことをキヨメといいます。死んだ牛や馬の
処理をして、皮革をつくる人々や芸能にたずさわって
いた人々など、キヨメをする人に対して、最初は「す
ばらしい」という気持ちと「おそろしい」という気持ち
があったけれど、だんだん「おそろしい」という気持
ちの方が強くなっていき、差別へとつながってしまっ
たのです。今、新型コロナウイルスに対する不安や恐
れで医師や看護師の人々を差別したり、県外ナンバー

人権学習で学んだことと思ったこと

小布施中学校 3 年　三井かおる

文久２（1862）年の小布施村耕地絵図（平
松家文書）に他の村名も見える

　4月22日㊍、栗ガ
丘小学校の４～６年
生が体育館に集まり、
児童総会が行われま
した。児童会スローガ
ンは「HELLO!!」に決
定し、各委員会の活
動計画が承認されま

した。質問・意見に答える場面では、「貴重な質問・意
見ありがとうございます」と言い、ていねいに礼をして
から6年生の想いを伝える場面が印象的でした。先生の
適切な指導のもと、役員が意見を出し合い自分たちで作

り上げた児童総会を見て、小布施町の将来を担う大人
に成長することを想像しました。さらに、児童総会が終
了した時に体育館中に拍手が響き、栗小児童の思いやり
と心の温かさを感じました。児童総会後に会長・副会長
に、「栗小のよいところは？」と質問すると、「あいさつで
す。休み時間に中央廊下を歩くとあいさつの声が響いて
います」「学年に関係なく仲がいいです。縦割り班活動は
楽しいです」等、次々に言葉が続きました。児童会役員
で大変なことは？の質問に、「人前で話すことは苦手で
したが、役員としての活動を通して成長できています」
と続きました。松木校長先生は「役は人を育てている」
と語り、今後の児童会の活躍に期待していました。

いいね

小布施

　参議院長野県選出議員補欠選挙が4月25日に行
われました。小布施町の投票率は45.75％で、前回
の通常選挙（56.74％）を10.99ポイント下回りま
した。

参議院長野県選出議員補欠選挙の結果

○開票結果   　投票率  45.75％
　有権者数　9,208人　投票者数　4,213人　
　有効投票　4,171票　無効投票　42票

○候補者別得票数
　羽田次郎　2,206票　　小松ゆたか　1,887票
　神谷幸太郎　 78票

古くなった消火器を回収します
　古い消火器の回収を行います。不要な消火器をお
持ちください。
日時　６月５日㊏　10:00 ～ 12:00
回収場所　須坂市消防本部前庭
　　　　　※雨天時は須坂市消防署車庫内
処理費用　１本1,500円から2,000円程度　　　　
　　　　　（大きさにより異なります）
※腐食が進んだり、変形した消火器は絶対に使用し
　ないでください
■問い合わせ　須高危険物・防火管理協会事務局
　　　　　　　（須坂市消防本部予防課内）
　　　　　　　　☎ 026-245-4200

有
料
広
告

未来へのメッセージ
あいさつと協力、思いやりが輝く楽しい栗小
児童会長  土屋優唯さん　副会長  佐藤理

り く
功さん　副会長  湯本美咲さん
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納期限は 6月30日 ㊌です

忘れないで忘れないで 6月の納付6月の納付
町県民税　　　 　1 期

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

暮らしの情報暮らしの情報

有
料
広
告

児童手当月額

子どもの年齢など子どもの年齢など 月額月額

所得制限を
超えない世帯

3歳未満 15,000円

3歳～
小学生

第１・２子 10,000円

第３子以降 15,000円

中学生 10,000円

所得制限を超える世帯 5,000円

児童手当の現況届は6月30日㊌までに提出してください
　児童手当を引き続き受けるには年に一度、現況届の
提出が必要です。６月上旬に現況届をお送りします。
以下の書類を６月30日㊌までに返送してください。
届け出に必要な物　①現況届 ②健康保険証の写し（各
　種共済組合に加入している人のみ） 
■問い合わせ　健康福祉課福祉係　☎026-214-9108

栗ガ丘小学校運動会を開催します
日時　5月29日㊏　8:25 ～11:35
　新型コロナウイルス感染症予防
対策を十分に行ったうえ、午前日
程で開催します。体育の学習や日
頃の体づくりの成果を発表しあう
場として、種目を厳選しました。
　児童席の間隔を広くとるため
に、保護者席は立ち見による参観
エリアのみとします。また、来賓
の皆様のご招待を限定させていた
だきます。ご理解をお願いします。

■問い合わせ　
栗ガ丘小学校　☎026-247-2024

・愛知県名古屋市 小林弘隆様 50,000円
・千葉県茂原市　谷本忠彦様 　8,000円

寄付のお礼
厚くお礼申し上げます。
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問い合わせ　各種相談☎026-247-31116月の各種相談
相談内容 期日 時間 相　談　員 場　所　等

人権相談 2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 1日㊋、15日㊋ 13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール事務室

行政相談 18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 21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 2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 16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㊎
13:30 ～ 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 17日㊍ 14:00 ～ 16:00
※要予約 弁護士・司法書士 北斎ホール相談室

精神保健相談
思春期心の相談 17日㊍ 15:30 ～

※要予約 精神科医 須坂市保健センター
☎026-225-9039

おぶせっこ
大集合!!

5 月 生 ま れ

6月、7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（データは２ＭＢ以下）
●応募締切　☆６月生まれ 5月31日㊊
　　　　　　☆7月生まれ 6月30日水○
●応募先　企画財政課広報情報係　
　　　　　☎026-214-9102（直通）
　 kikaku@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 6月のイベント

こうちゃん、3 歳のお誕
生日おめでとう♪今年も
たくさん遊ぼうね！」

「

わたなべ ・ こうへい
渡辺 航平 くん

H30.5.24生

渡辺利之 （中扇）より麻美母父

「3歳おめでとう。元気いっぱいユーモアれんくん、大好きだよ♡」

もとやま ・ れんと本山 蓮翔くん

H30.5.12生

本山裕貴 （東町）より裕美母父

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

6月の休館日▶1日㊋、8日㊋、15日㊋、22日㊋、29日㊋
　　　　　　  24 日㊍蔵書整理日

新・テラソ通信開始します！
　町民の皆さんともう少しだけお近づきになり
たくて、これまでのように特集やイベント告知は
もちろん、ちょっとしたコラムを添えてリニュー
アルします。その名も、「わたしをつくった一冊」。
町民の皆さんの思い出深い一冊を聞いてまわるコ
ラムです。知っていたあの人の新たな一面と出会
える瞬間になれば幸いです。

『イヤシノウタ』
吉本ばなな・著

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 ―

『アラスカの詩 
めぐる季節の物語』
星野道夫・著

　日常が変化したことで、これまでに
なかったストレスを抱えることもし
ばしば。癒しを求め読み進めていくと
…。癒されると同時に、もうひとつ大
事なことに気づかされます。

「癒し」
テーマは

『たいせつなこと』
マーガレット・ワイズ・

ブラウン・さく

　テラソ百選がスタートして7年半が経ちました。
毎回100冊並ぶ訳ではないのですが、テーマに沿っ
た本をなるべくたくさんご
紹介したいと思っていま
す。もうネタ切れ？いえい
え、これからも続きます。
今月はタイトルの100（百）
にフォーカスします。

6月のテラソ百選のテーマは「100（百）」です

6 月のおはなし会
日　時 内　容

6月 12日㊏ 10:30 ～ お父さんの読み聞かせ会

6月 18日㊎ 15:30 ～ 低学年のためのおはなし会

6月 26日㊏ 10:30 ～ おはなし会

※新型コロナウイルス感染防止のため中止になる場
　合があります

私をつくった1冊コラム

グループ 自治会 利用できる日にち

A

東町・上町・山王島・
林・六川・中子塚・矢
島・清水・水上・松の
実・千両・クリトピア

2日㊌、4日㊎、8日㊋、
10日㊍、14日㊊、18日
㊎、22日㊋、24日㊍、28
日㊊、30日㊌

B

中町・伊勢町・中央・
中扇・横町・福原・

栗ガ丘・大島・飯田・
北岡・押羽・羽場・
中条・松村・雁田

1日㊋、3日㊍、7日㊊、9日
㊌、11日㊎、15日㊋、17日
㊍、21日㊊、23日㊌、25日
㊎、29日㊋

イベント グループ

おはなしの日
3日㊍

11:00 ～
B

4日㊎ A

避難訓練
23日㊌

11:10 ～
B

24日㊍ A

わらべうたミニ講座
28日㊊

11:00 ～
Ａ

29日㊋ Ｂ

※利用にあたっては制限があります。
　詳しくはホームページでご確認ください。

今回は、テラソ新館長の志賀
さん！志賀さんに一番大き
な影響を与えた本とは…？
　パウロ・コエーリョさん作
の「アルケミスト」です
その本との出会いのきっか
けは？
　大学生の時、憧れだった人が勧めてくれたのが
きっかけです。好きな人が好きなものを好きにな
りたいという…不純な動機（笑）
どのような影響を与えてくれましたか？
　少年が賢者に幸福の秘訣を教わる場面が好きで
す。彼はまず賢者に、スプーンの油をこぼさない
様、屋敷で待つように言われます。しばらくする
と屋敷の美しさの感想を問われ、油に手一杯だっ
た彼は屋敷を見物に回るのですが、美しさに目を
奪われ、全ての油をこぼしてしまうんです。幸福
の秘訣は世界の素晴らしさを味わいつつ手元も大
切にすること、だと学ばされるシーンが刺さって
…。当時私は、大切にしてきた家族や心地よさと、
今後大切にしたい自由や挑戦が対立し、何れかを
切り離そうとしていたのですが、この物語はどち
らも諦めない勇気を後押ししてくれました。
読了後の気持ちを漢字一字で例えるなら？
　「充」ですかね。充ちる、充足、充実、充分。自分
の人生は既に充分素晴らしいと思えます。
どんな人にお勧めしたいですか？ 
　自分らしく生きたい全ての人に。啓発本よりも
アルケミストをぜひ。 　新たに193冊（一般139冊、児童・絵本54冊）の本

を迎えました。ぜひ足をお運びください。

新着本紹介



15 町報 おぶせ　2021(　　　)-5令和3 14町報 おぶせ　2021(　　　)-5令和3

　

14町報おぶせ　2021(　　　)-5令和3

series

　　

15 町報おぶせ　2021(　　 　)-5令和3

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

健康診査(個別)、検診(個別)の実施を
延期します

不妊治療医療費の一部を助成します

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 6月 28日㊊ 受付 13:00 ～ 13:15   令和3年   2月～    3月生まれ

10・11カ月児健康診査 6月 16日㊌ 受付 13:00 ～ 13:15   令和2年   7月～ 　8月生まれ

子育て教室・こっこ塾
（6・7カ月児） 6月 29日㊋ 受付  9:30 ～   9 :45   令和2年  11月～12月生まれ

1歳6カ月児健康診査 6月 1日㊋ 受付  13:00 ～ 13:15   令和元年 　9月～11月生まれ

3歳児健康診査 6月 17日㊍ 受付  13:00 ～ 13:15  平成30年　3月～  5月生まれ

新型コロナウイルス感染症の感染状況によって予定が変更になる場合があります。

　新型コロナウイルスワクチン接種を速やかに進める
ため、6月から須高地区の各医療機関で実施予定の町
民健診・特定健診・高齢者健診と、町内の医療機関で
実施予定のがん検診を延期させていただきます。受診
を予定していた皆さんにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解をお願いします。実施の時期については、改め
て町報やホームページ等でお知らせします。

健　診 対象者 実施機関

町民健診 18歳から39歳で他に健診を
受ける機会のない人

須 高 地 区 の
医療機関

特定健診 40歳から74歳で国民健康保
険に加入している人 〃

高齢者健診 75歳以上の後期高齢者医療保
険に加入している人 〃

検　診 対象者　 実施機関

肝炎検査
40 歳の人と、41 歳以上
の人で過去に肝炎検査を
受けたことのない人

町内医療機関

前立腺がん検診 50歳以上の男性 〃

大腸がん検診 40歳以上の人 〃

ヒトリシズカの花の不思議
　ヒトリシズカはセンリョウ科の多年生植物で、一度
見たら忘れられない印象を残してくれる花です。４月
下旬から５月初旬に雁田山に行けば、普通に見ること
ができます。驚くのは、ヒトリシズカには、花弁もガク
もなく、ここがヒトリシズカの花の不思議なところで
す。花軸には雌しべが点在していて、根元から３本の
白色の雄しべが伸び出しています。この雄しべが花弁
のように見えています。３本の雄しべのうち、外側の
２本の付け根に花粉を作る葯

やく
が付いています。静御

前が一人いるようだ、という意味で名づけられたとい
われています。　　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse

　　110vol.

1_ヒトリシズカ　
2_雄しべと雌しべ　
3_雄しべと雌しべの模式図

21

雄しべ

葯3

雌しべ

広報員がお気に入りの場所を紹介します
series 92 Obuse 「寄っとくんない 見てくんない」

彩発見
Sai

松川土手道＆線路

私のお気に入りは

　東西におよそ1.4km延びている松川土手道を紹
介します。近くに川や線路がない所から来た私に
とっては、お気に入りの場所です。春の桜から始ま
り、新緑、紅葉、雪の中を走る電車、どの季節もと
ても素晴らしいです。道端を見ながら季節の草花を
探し、前を向いた時に広がる景色と自然の音を独り
占め出来るような場所です。車は入れず道も整備さ
れていますので、小さな子も一緒に安心してお散歩
できます。コロナ禍で家にこもりがちですが、たま
には外へ出てコロナストレスを発散しましょう。

広報員
髙津恵美さん

（栗ガ丘）

　去年はコロナ禍で開催でき
ず、今年は何としても開催した
いと思いました。選手の皆さん
には感染予防対策を徹底し野
球を楽しんでもらいたいです。
小布施町早起き野球連盟会長
　　　　　　　岩井富夫さん

　5月9日㊐、松川総合グラウンドで第74回小布施
町早起き野球大会が開幕しました。この日は2試合が
行われ、選手たちは2年ぶりの対外試合を楽しんでい
ました。今年は9チームによる2部制のリーグ戦と決
勝トーナメントが行われます。 Voice

小布施町早起き野球大会が開幕

　勤務先で受けた健診結果の提供をお願い
しています。提供いただいた結果は特定健
診の実施に代え、生活習慣病の発症・重症
化予防のためのお手伝いをさせていただき
ます。また健診結果を分析し、町の国民健
康保険に加入している皆さんの健康づくり
に生かしていきます。お手数ですが健診結
果を健康福祉課健康係までお持ちくださ
い。ご協力をお願いします。　

町国民健康保険加入の皆さんへ
ー健診結果の提供にご協力くださいー

　不妊治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減
するため、治療に要する医療費の一部を助成して
います。申請方法は健康福祉課健康係までお問い
合わせください。
対象者（いずれにも該当する人）
〇健康保険に加入している人
〇長野県の助成事業に該当しない人
補助内容　
〇令和3年度中に支払った不妊治療に係る保険診
　療の一部負担金（自己負担額）と保険適用外医
　療費の5割を補助します
〇補助金の限度額は10万円です

実施が延期になる健診

実施が延期になる検診等
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・・・おでこポイント対象事業令和3年6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　　第2学習室・・公民館第2学習室　　消防本部・・須坂市消防本部
生駐・・生活支援ハウス駐車場　　講堂・・公民館講堂

日 月 火 水 木 金 土

5/30 31 6/1 2
　転倒予防教室

（13:30 ～健福）

3
オレンジカ

フェ・くりんこ
（13:30 ～健福）

4
転倒予防教

室（13:30 ～ 健
福）

5
◇北斎巴錦栽培
講習会（10:00
～第2学習室）
10P
◇消火器の回収

（10:00 ～消防
本部）9P

6 7 8
ダンスで

脳元気教室
（13:30 ～健福）

9
◇公民館現地研
修会（8:40 ～佐
久市）
10P

10 11
転倒予防教

室（13:30 ～健
福）

12

13
◇資源物回収

（7:00 ～生駐）

14 15 16
◇シルバー人材
センター入会説
明 会（13:30 ～
桃源荘）

17 18
転倒予防教

室（13:30 ～健
福）

19
◇文書館講演会

（14:00 ～講堂）

20 21 22 23
　 老 人 ク ラ ブ
連合会グラウン
ド ゴ ル フ 大 会

（8:30 ～総合公
園）10P

24 25 26

27 28
チャレンジ

の ど 自 慢 教 室
（13:00 ～健福）

29 30 7/1
オレンジカ

フェ・くりんこ
（13:30 ～健福）

2 3


