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＜産業の開発振興＞　
　家業の美容院を経営
する傍ら、県美容業生
活衛生同業組合須高支
部の役員を務め、須高
地区の美容業発展に尽
力されました。地域で
は、選挙管理委員や商
工会の女性部長を務め
るなど、地方自治の振
興と商工業の発展に貢
献されました。飯沼睦子 様（伊勢町）

2

＜社会福祉の増進＞
　平成12年から「町報
おぶせ」を朗読・録音
し、視覚障がいのある
方のために町政情報を
発信していただきまし
た。また、特殊詐欺や熱
中症への注意喚起を同
報無線で放送していた
だくなど社会福祉の増
進に貢献されました。

そよ風の会 様
（写真は代表の小田切政子様）

＜地方自治の振興＞
　平成19年４月から令
和３年８月までの４期
14年以上にわたり、町
議会議員として町政の
発展に尽力されました。
この間、議長、副議長、
社会文教常任委員長、
政策立案常任委員長、
監査委員等を歴任され、
地方自治の振興に貢献
されました。 故 関谷明生 様（東町）
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＜地方自治の振興＞
　昭和 54 年４月から平
成25年６月まで34年余
にわたり町職員として奉
職され、この間、議会事
務局長、監査委員事務局
長、会計管理者、行政経
営部門総括参事（総務課
長）を歴任されました。
また、平成25年７月から
は副町長を２期８年間務
められ、町政の発展に貢
献されました。

＜地方自治の振興＞
　平成17年１月から４
期16年にわたり小布施
町長を務められ、この
間、長野県町村会副会長
や内閣府の「新しい公共
円卓会議」構成員などを
歴任されました。行政運
営に当たっては「協働と
交流」を旗印に若者から
お年寄りまでどなたに
もやさしいまちづくり
を展開され、地方自治の
振興に貢献されました。

市村良三 様（上町）
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久保田隆生 様（松村）

令和3年度　小布施町

文化の日表彰式
　地方自治の振興、産業の開発振興、社会福祉の増進
の分野で町の発展に尽力された4人と1団体の皆さん
を表彰させていただきました。

故 関谷明生さん　旭
きょくじつたんこう

日単光章を受章
　日本国天皇から故 関谷明生さんに旭日単光章が贈られました。
　平成19年から14年以上にわたり町議会議員を務められ、この間
議長や常任委員長を歴任し、長年にわたり小布施町の自治の振興に
尽力された功績をたたえられたものです。
　11月3日の文化の日表彰式に併せて受章の伝達式が行われ、桜井
昌季町長から妻るり子さんに授与されました。



5 町報 おぶせ　2021(　　3)-11令和 4町報 おぶせ　2021(　　3)-11令和 4町報おぶせ　2021(　　3)-11令和5 町報おぶせ　2021(　　 3)-11令和

463.65 
436.25 

230.71 

116.45 105.20 
87.80 

42.73 32.92 
3.95 3.69 2.32 2.20 1.05 0.47 0.22 

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

品目ごとの重量比（Kg）



7 町報 おぶせ　2021(　　3)-11令和 6町報 おぶせ　2021(　　3)-11令和

参加人数 可燃ごみ 缶・金属 埋め立てごみ（土のう
袋含む 粗大ごみ等

2,022人
（2,026人）

370袋
（450袋）

22袋
（21袋）

332袋
（306袋）

古タイヤ、小型家電など
（古タイヤ・便座など）
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有
料
広
告

　降雪や凍結により道路環境が悪くなり、日の入りが早く
なる季節です。路面の状況を確認し、道路環境に応じた速
度で安全運転に努めましょう。また、夕暮れ時・夜間に外
出する際は、夜光反射材等を身に着けるようにしましょう。
　あおり運転は重大事故につながる悪質・危険な行為です。

「思いやり・ゆずり合い」の交通マナーを実践しましょう。
期間　12月15日㊌～ 31日㊎　
重点項目　〇夕暮れ時と夜間の交通事故防止　
　　　　　〇飲酒運転・あおり運転の防止　
　　　　　〇自転車の安全利用と横断歩道の安全確保
■問い合わせ　 建設水道課都市・建設係　
　　　　　　　　　　☎026-214-9105

年末の交通安全運動が実施されます 交通安全教育車で安全運転を呼びかけ
　安全運転に対する意
識向上を呼びかけるた
め、10月26日㊋に小布
施町役場で交通安全教
育車「チャレンジ号」の
体験会が行われました。
　目の前のパネルに映し
出される道路を足踏みで横断し、歩行能力や判断能力を
チェックする「歩行者シミュレーター」を体験した小山 隼

はやと

さん（東町）は、「シミュレーターでは自転車と自動車にひ
かれてしまいました。普段は何気なく歩いているだけです
が、多くの危険があることが実感できました。左右をしっ
かり確認して歩くようにしたいです」と話されていました。

  日が暮れるのが早くなっています。
自動車を運転される方は早めのライト
点灯、歩行者は白い色など明るめの服
装と夜光反射材の着用をお願います。

須坂警察署交通安全課
小林明弘交通係長

グループ 自治会名 12月　利用できる日にち

A 東町・上町・林・山王島・六川・中子塚・矢島
清水・水上・松の実・千両・クリトピア

2日㊍、6日㊊、8日㊌、10日㊎、14日㊋、16日㊍
20日㊊、22日㊌、24日㊎、28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㊍、13日㊊、15日㊌、17日㊎
21日㊋、23日㊍、27日㊊

企　画 グループ 日　時 内　　容 対　象 参加費

 おはなしの日
B 12月7日㊋

11:00~11:30 「たんぽぽの会」さんによる楽しい絵本の読み
聞かせです。 就学前乳幼児

無料
A 12月8日㊌

11:00~11:30

 クリスマス会
A 12月14日㊋

10:45~11:30 永井祐子さんによるクリスマスソングのピアノ
演奏でクリスマスの雰囲気を楽しみましょう。

8 か月までの乳
児とその保護者

（託児あり）B 12月15日㊌
10:45~11:30

エンゼル通 信 ■問い合わせ　エンゼルランドセンター　☎026-247-2137

第10回　須高地域医療福祉を考える集い

　昨年の集いは新型コロナウイルス感染拡大防止
のため中止させていただきました。今年は自宅等で
安心してご覧いただけるようオンラインという新
しい形で開催します。在宅ホスピス緩和ケア医師 
田
た じ つ た け や

實武弥さんを講師にお迎えし、在宅医療・緩和ケ
ア医療に携わられている経験から、がん・非がんを
問わず、自分の意志や希望を伝えられなくなった人
との関わりや看取りの事例を通して、コロナ禍の今
だからこそ改めて考えて欲しい「人生会議」「リビン
グ・ウィル（生前の意思表明）」についてお話しいた
だきます。ぜひ、ご家族でご視聴ください。

「在宅で看取りができる地域をめざして」視聴のお知らせ

主催　須高地域医療福祉推進協議会
　　　（須坂市・高山村・小布施町）
■問い合わせ　地域医療福祉ネットワーク推進室（須
　　高医師会館内）　　☎026-248-9101（FAX兼）

※人生会議は、家族やご自身の大切な人、医療・介
　護の関係者などと「もしもの時のために、自分が
　望む医療やケアについて、元気な時から前もっ
　て考え、繰り返し話し合い共有する取り組み」の
　ことで『アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣ
　Ｐ）』の愛称です。

講演
最後まで自分らしく笑顔で過ごすために人生会
議を開きましょう！
～在宅医療・緩和ケアの事例から、人生会議の
ポイントを学ぼう～

インターネットで配信中です
　（令和4年10月末まで）

新生病院診療部在宅診療科
　　　医師　田實武弥さん

まちづくり委員会交流を考える部会
　　　　　お絵かき教室を開催します
　まちづくり委員会交流を考える部会では、イラストレー
ター・絵本作家の藤岡牧夫さんを講師にお絵かき教室を
開催します。今回は、「心の虫めがねで何がみえる？」を
テーマに行います。
日時　　　12月19日㊐　9：00 ～
場所　　　公民館講堂
対象　　　小学生まで（低学年は保護者同伴）
募集人数　20人　※定員になり次第締め切ります
参加費　　500円
持ち物　　色えんぴつまたはクレヨンなど絵を描く道具
申込期限　12月10日㊎

■問い合わせ・申し込み
　小布施まちづくり委員会事務局（企画財政課企画交流
係内）　☎026-214-9102

スマートフォン、タブレット
端末の人はこちらから

〇パソコンで視聴される人は「須高地域医
　療福祉を考える集い」で検索してくださ
　い

お知らせ

テラソサポーターを大募集します！

　テラソでは、共により
よい図書館の空間づくり
を追及していただけるテ
ラソサポーターを大募集
しています。
　ぜひ、日々の図書館運営に皆さんの知恵やお
力をお借しください。定期的にサポーターを募
集いたしますのでご協力をお願いいたします。
日時　12月16日㊍　
　　　13：00 ～ 15：00（入退室自由です）
場所　まちとしょテラソ
内容　除籍本の整理、紙芝居ケースの入れ替え
ささやかなお礼　お好みの除籍本があれば、
　お好きなだけお持ち帰りください
■問い合わせ
　まちとしょテラソ（☎026-247-2747）
　またはテラソカウンターまで

夜光反射材グッズ
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税のことで分からないことや悩んでいることはありませんか。
ちょっとした疑問でも気軽に総務課税務会計係までご相談ください。

■問い合わせ　

総務課税務会計係　☎026-214-9103

年末調整は、所得税を精算する大切な手続きです。
各種申告書を提出する際には、注意事項等を確認し、正確に記載してください。
申告した控除額が変わるときは、確定申告で修正してください。

「年末調整」は正確に申告しましょう

税のお知らせ

お勤めの皆さん

町県民税は便利な給与からの特別徴収で

■問い合わせ　
　長野税務署　☎026-234-0111

　事業所や商店、農業など自営業の皆さんが所
有し、その事業に利用している機械・器具・備
品などは償却資産として申告する必要がありま
す。以前から償却資産をお持ちの人には12月
中に申告書をお送りいたしますので、必要事項
を記入のうえ期限までにご提出ください。
　お手元に申告書が届かない人も、事業用とし
て新たに償却資産を購入された場合は申告して
ください。（申告書は税務会計係にあります）
提出期限　令和4年1月31日㊊

固定資産税
償却資産の申告を忘れずに

■問い合わせ　総務課税務会計係　
　　　　　　　　☎026-214-9103

特別徴収とは
　町県民税には、納税者が町に直接納付する「普通徴
収」と、事業主（給与支払者）が給与から差し引いて納
税者（従業員）に代わって町に納付する「特別徴収」の
２つの方法があります。

特別徴収のしくみ
　所得税の源泉徴収のように個別の税額計算や年末調
整の事務は必要ありません。町で税額計算を行い、毎
年５月に「特別徴収決定通知書」をお送りしますので、
通知に記載されている月々の税額を毎月の給与から差
し引いて町にお支払いください。
　特別徴収を始める場合は、1月末までに提出する給

※従業員が常時10人未満の事業所は、申
　請により年12回の支払回数を年２回に
　することができる「納期の特例」制度があ
　ります。ただし、給与からの差し引きは
　毎月実施していただく必要があります。

特別徴収のメリット
　町へ直接納税いただく「普通徴収」は年４回で
あるのに対し、給与からの差し引きによる「特別
徴収」は年12回（毎月）ですので１回あたりの納
付額が少なくなります。また、給与からの差し引
きなので役場窓口などへ直接納付に出向く手間も

省け、納税を忘れて延滞金や督促手数料を加算さ
れる心配もありません。
　特別徴収を希望される場合は、最初にお勤め先
の事業所にご相談ください。その後、お勤め先の事
業所と役場との間で納税方法の変更の手続きを行
いますので、改めて手続きの必要はありません。

小布施町

事業主の皆さん

お勤めの皆さん

①

②

③

④

⑤ 特別徴収税額の通知

給与から特別徴収
（6月から翌年5月まで）町県民税の納入

(翌月10日までに）

徴収税額の通知（5月）

給与支払報告書に「特
別徴収」と記入し1月
末までに提出

　このうち、会社にお勤めの人の町県民税は地方税法
と小布施町税条例によって事業主に特別徴収していた
だく方法が原則とされています。

与支払報告書に「特別徴収」と記載してください。
　また、年度の途中で特別徴収への切り替えを希望さ
れる場合は、役場総務課税務会計係に連絡してくださ
い。特別徴収への切り替え申請書をお送りいたします
ので、必要事項を記入のうえ提出してください。

事業主の皆さん

お勤めの皆さん

扶養控除等（異動）申告書
　令和3年中に結婚や出産、就職などによって
扶養親族に増減があった場合や、ご自身が障害
者控除や寡婦控除、またはひとり親控除に該当
することになった場合は申告してください。な
お、申告されたご親族が他の家族の扶養となっ
ていないか、扶養される人の所得金額が48万
円以下か事前に確認してください。

基礎控除申告書
　本年の合計所得が2,500万円以下の人は申告
してください
所得金額調整控除申告書
　給与の年収が850万円を超え、かつ次の3つの
条件のいずれかに該当する人は申告してください
①本人が特別障害者である
②23歳未満の扶養親族がいる
③特別障害者である同一生計配偶者、または扶
　養親族がいる
配偶者控除等申告書
　生計を同じくする配偶者の所得金額が133万
円以下の場合で、扶養する人の所得金額が１千万
円以下の人は申告してください

保険料控除申告書
　生命保険料や地震保険料等を支払った場合、
国民年金の保険料などの社会保険料を支払った
場合は申告してください。（控除証明書や領収
書の添付が必要です）

住宅借入金（取得）等特別控除申告書
　借入れ１年目に確定申告によって控除を受け
た場合、２年目以降は年末調整のときに申告書
と金融機関で発行する「住宅資金に係る借入金
の年末残高等証明書」を提出して申告してくだ
さい。なお、申告書は確定申告した年に税務署か
ら控除できる期間分まとめて送付されています。

事業主の皆さん

　税務署では、混雑している確定申告会場に出
向くことなく、ご自宅等からパソコンやスマー
トフォンで24時間ご利用いただける電子申告

（ｅ-Ｔａｘ）の推進に取り組んでいます。
　当日は長野税務署職員が出向きますのでｅ-
Ｔａｘについてご不明な点をお気軽にご相談く
ださい。また、電子申告（ｅ-Ｔａｘ）する際に
必要となる、IDとパスワードの即時発行も行
いますので、発行希望の方は本人確認書類を持
参の上、ご本人様がお越しください。
■開催日時　12月７日㊋　10:00 ～
■場所　公民館講堂
■持ち物　本人確認書類（運転免許証等）
■問い合わせ　長野税務署個人課税第１部門
　　　　　　　　☎026-234-8035

電子申告（ｅ-Ｔａｘ）相談会を開催します
税務署からのお知らせ
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日　時 内　容

12月 11日㊏ 10:30～ お父さんの読み聞かせ会
12月 17日㊎ 15:30～ 低学年のおはなし会
12月 18日㊏ 10:30～ クリスマスおはなし会
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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～

第34回髙井鴻山席書大会結果
　第34回髙井鴻山席書大会が11月７日㊐に小布施
中学校体育館で開催され、54人が参加しました。特
選者は次の皆さんです。（敬称略）

○幼児・小１　金益昂輝（林）　
○小２　小林悠真（横町）
○小３　（該当なし）
○小４　曽我梓乃（栗ガ丘）
○小５　小林美結（横町）
○小６　成田彩華（松の実）
○中１　（該当なし）

○中２　（該当なし）　
○中３　降籏羽菜（上町）
○高校・一般　柴本 薫（中町）
　入選されました作品は、髙井鴻山記念館に展示し
ます。ご家族皆さんでお出かけください。
展示期間　12月10日㊎～令和4年１月20日㊍
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　２年生の教室の前庭は「ふしぎな森」という素敵な名
前がついています。緑豊かな場所です。休み時間にな
ると、おにごっこや虫探しなどをして、楽しく遊んでい
ます。大切に育てているミニトマトの一人一鉢もこの
庭にあります。５月に種をまいた時には、小さな小さ
な種でしたが、子どもたちは芽が出て少しずつ大きく
なっていくのを楽しみに、毎日お世話をしていました。
夏休みになる頃からだんだん緑色の実ができ、初めて
赤くなった実を採った時はお祭りのようでした。夏休
み後は、毎日のように採れている子もたくさんいます。
その場で食べたり、おうちに持って帰って夕食に彩り
を添えてもらったりしています。子どもたちの笑顔が
いっぱい見られるミニトマト栽培です。

学校・園だより
栗ガ丘小学校 2 学年POSTPOST

〒〒学学 校校

心
の和

人権教育

ました。はくちょうさんとあひ
るさんも、およげないりすさん
といっしょに遊びたいと考え
てくれてよかったです。わたし
は、このお話が大すきです。こ
れから、かめさんみたいに、1
ねん 3 くみのおともだちと遊
びたいです。ひとりぼっちに
なったら声をかけたいです。
(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。学年は現在の学年）

　どうとくの時間に、「およげないりすさん」の勉強を
しました。およげないりすさんが、ひとりぼっちになっ
てしまいました。みんなと遊べないりすさんが、かなし
い気持ちになったと思います。
　学校で、もしおともだちをひとりぼっちにしてしまっ
たら、おともだちにあやまりたい気持ちになります。
　やさしいかめさんが、およげないりすさんを背中に
のせて、島につれていってくれました。かめさんは、
頭がよくやさしいと思いました。わたしもかめさんみ
たいになりたいです。かめさんがいてよかったと思い

おともだちをたいせつに
栗ガ丘小学校 2 年　関口葵

あ お い
衣さん

　毎年恒例の秋の雁田山登山が10月23日㊏に行われ、
約50人が参加しました。社会教育委員の皆さんが、雁田
山登山オリエンテーリングを企画し、参加者は7カ所の
チェックポイントにある課題を解きながら登山を楽しみ
ました。山頂での課題は、その場での俳句作り。「美しや
我がふるさとは　やさしけり」と即興で一句を詠まれた
方がいました。下山後のゴールでは参加賞も用意されま
した。参加者からは「寒かったけど紅葉が美しく、家族で
参加した雁田山登山が、とても楽しく幸せな時間でした」
などの感想が寄せられました。社会教育委員長の山﨑幸
治さんは、「オリエンテーリングを通して、参加者同士の
交流が深まったことがうれしい。これからも、地域づくり
の活動に積極的に参加したい」と話されていました。

いいね

小布施
　小布施町社会教育委員　山﨑幸治　宮﨑敏子　牧野富士男
　　　　　　　　　　　　小田切一美　伊藤ひろみ　松木智子

雁田山登山を楽しんで！

収入保険の保険料助成について
　自然災害や市場価格の低下といった不測の事態に
備え、収入保険の加入を勧めており、町では加入促進
を図るため、農家負担（掛捨て保険料）の一部を補助
しています。
補助内容　加入者が負担する掛捨て保険料の50％
限度額　　認定農業者・認定新規就農者  50,000円
　　　　　その他の農業者  30,000円
　新規・継続加入者問わず、NOSAI長野が加入者に
代わって申請しますので、加入者が保険料助成を受け
るため、町へ改めて申請する必要はありません。
■収入保険制度に関する問い合わせ

　NOSAI長野北信支所　☎026-219-2893
■保険料助成に関する問い合わせ

　産業振興課農業振興係  ☎026-214-9104　　

万が一に備え収入保険に加入しましょう
　収入保険とは？
　農家の過去の売上げから基準
収入額を設定し、近年多発する
自然災害による減収はもちろん、
市場価格の低下、取引先の倒産
など、さまざまな要因による収
入減に対し補てんする農業経営

のセーフティーネットです。収入保険の内容や加入申
込についてお知りになりたい方は、NOSAI長野（☎
026-219-2893）へお気軽にお問い合わせください。
　なお、NOSAI長野への令和４年収入保険の申込期
限は令和３年12月末までです。
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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
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日 月 火 水 木 金 土

11/28 29 30 12/1 2
オ レ ン ジ カ

フ ェ く り ん こ
（13：30 ～健福）
P9

3
  転倒予防教室

（13：30 ～健福）

4
◇第47回人権
フェスティバル

（13: 30 ～北ホ）
P8

5
◇冬のコンサート

（14：30 ～北ホ）
P18

6 7
転倒予防教室

（13:30 ～健福）

8 9
◇運転免許特定
任意講習会（18：
30～須坂警察署）

10
転倒予防教室

（13:30 ～健福）
◇小布施まちづく
り語らい座

（19：00 ～講堂）

11

12
◇資源物回収

（8：00 ～生駐）
P18

13 14
ダンスで脳元

気教室（13:30 ～
健福）

15
◇年末の交通安
全運動（～ 31日）
P11
◇須高広域シ
ルバー人材セン
ター入会説明会

（13: 30 ～桃源
荘）

16
◇テラソサポー
ター活動（13:00
～テラソ）P10

17
転倒予防教室

（13：30 ～健福）

18

19
　しめ縄づくり
教 室（9:00~ 健
福）
P18
◇お絵かき教室

（9:00 ～講堂）
P10

20
チャレンジ

　のど自慢教室
（13:00 ～健福）

21 22
◇ミュージカル

「北斎マンガ」公演
（18：30 ～北ホ）

23 24 25

26 27 28 29 30 31 令和 4 年
1/1

・・・おでこポイント対象事業令和3年12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　北ホ・・・北斎ホール
講堂・・・公民館講堂　　テラソ・・・まちとしょテラソ

問い合わせ　各種相談　☎026-247-311112月の各種相談

おぶせっこ
大集合!!

月 生 ま れ
11

「3歳おめでとう！これから
も一緒にたくさん笑い転げ
よう♪」

  いちむら・みなえ

市村みなえ ちゃん

H30.11.20生

市村忠久 （上町）より相子母父

相談内容 期日 時間 相　談　員 場　所　等

人権相談 1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 7日㊋、21日㊋ 13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール事務室

行政相談 17日㊎ 9:30 ～ 11:30 行政相談委員 北斎ホール相談室
☎内線545

あったか
介護談話室 20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 1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 15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㊋、㊍
※祝日、30日を除く

13:00 ～ 17:00
※要予約 結婚専門相談員 小布施町社会福祉協議会

☎026-242-6665

心のサポート相談 毎週㊎
※31日を除く

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 16日㊍ 14:00 ～ 16:00
※要予約 弁護士 北斎ホール相談室

☎内線545
精神保健相談

思春期心の相談 16日㊍ 15:30 ～
※要予約 精神科医師 須坂市保健センター

☎026-225-9039

「1歳のお誕生日おめ
でとう！お兄ちゃん
と仲良く、元気いっ
ぱい遊ぼうね☆」

こうご・しゅうか

向後柊花 ちゃん

R2.11.18生

向後貴文
（横町）より宏美母

父
「my son キミの未来
は輝いてる！！」

ふじさわ・あきと

藤沢晃斗 くん

H26.11.21生

藤沢洋平

（飯田）より
由香母

父

「負けず嫌い紗衣や
ん。兄姉に負けず元
気に育ってね♡」

ふじさわ・さい

藤沢紗衣 ちゃん

R1.11.18生

藤沢洋平
（飯田）より

由香母
父

「これからも元気に
遊んでね！」

やまざき・ひなた

山﨑陽大 くん

H30.11.20生

山﨑雅大
（横町）より英里香母

父「お誕生日おめでと
う♥たくさんの幸せ
をありがとう大きく
なぁれ！」

こやま・りのん

小山りのんちゃん

R2.11.16生

小山洋人
（東町）より絢子母

父
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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

3・4カ月児健康診査 12月15日㊌ 受付   13:00～  13:15 令和3年8 月  ～ 9月生まれ

10・11カ月児健康診査 12月 6日㊊ 受付   13:00～  13:15 令和３年1月  ～ 2月生まれ

子育て教室
こっこ塾(6・7カ月児） 12月16日㊍ 受付     9:30 ～   9: 45 令和3年5月  ～ 6月生まれ

広報員がお気に入りの場所を紹介します
series 98

Obuse 「寄っとくんない 見てくんない」

雁田山です私のお気に入りは

彩発見
Sai

　私が紹介したい場所は、
雁 田 山 で す。10 月 23 日 ㊏
に開催された雁田山登山に
参加しようと思っていまし
たが、残念ながらあまり天
気が良くなかったので、翌
日に家族で登ってみました。
子どもと一緒でも３時間ほ
どで下山できましたが、登

り下りが結構急なので運動不足解消に良さそうで
す。この日は天気が良く、北信五岳や北アルプス
がとても美しく見えました。子どもは登りが少し

広報員
近藤ふみさん（東町）

（前から2番目）

マメ科　「クララ」
　クララは、マメ科の多年生草本で、かつては雁田山
の山麓や、扇状地に残る林の端の辺りで見かけるこ
とがあった植物でした。花は薄黄色で花の後に長細
い豆の実ができます。根は生薬になりますが、その液
をなめると、苦くて目が眩（くら）むほどだというとこ
ろから「クララクサ（眩草）からクララ」になったと言
われています。昭和の時代、水洗トイレが生活の中に
入ってくる前の頃、ウジゴロシといって、クララの葉
をトイレの中に投げ込んでいたことを思い出します。
　　　　　　　　　　案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse

　　116vol.

１_クララの総
そうじょうかじょ

状花序（6月下旬）　２_花の拡大写真　３_
緑色の実　4_黒くなってきた実　5_クララの種　（2から
5の写真は清水さん提供）

2

　これまで風しん予防接種を受ける機会の
なかった男性を対象とした国の緊急風しん
の対策が今年度末までとなっています。対
象の男性には、抗体検査・予防接種を無料
で受けられるクーポン券を配布しています。
対象の方はこの機会にぜひクーポンをご活
用ください。
対象　昭和37年4月2日～昭和54年4月
　1日生まれの男性
無料で受けられる期間　
　令和4年3月31日㊍まで
抗体検査・予防接種の受け方
　クーポン券をお持ちになり、お近くの医
療機関で抗体検査を受けてください。検査
の結果、十分な抗体がなかった場合は予防
接種を受けてください。

風しん抗体検査・予防接種はお済みで
すか？

　昨年からのコロナ禍による影響でがん検診を受
診控えしていませんか？町では感染防止対策をと
り、がん検診(肺・胃・大腸・子宮・乳房)を実施
しています。検診料を補助していますが、対象とな
る年齢に制約があります。今年度内に受けられる検
診もありますので、対象の方はぜひこの機会にお申
し込みください。また、検診を受けられて要精密検
査となった人は、必ず医療機関を受診しましょう。
【胃がん(内視鏡)検診】
期間　令和4年2月末日まで
場所　須高地区の指定医療機関
対象者　50歳以上で偶数歳（令和4年3月31日
　の年齢）
検診料　4,300円
【大腸がん検診】
期間　令和4年1月末日まで
場所　町内医療機関
対象者　40歳以上（令和4年3月31日の年齢）
検診料　500円
【子宮がん・乳がん検診】
期間　令和4年2月までの指定日
場所　北信総合病院健康管理センター
対象者（令和４年3月31日の年齢）
〇子宮がん検診　20歳以上で偶数歳の女性
〇乳がん検診（マンモグラフィ検診）

　40歳～ 74歳の偶数歳の女性
検診料　各1,500円
＊各種がん検診のお申し込みは役場健康係まで。
　お申し込み後に医療機関をご予約ください。

がん検診を受けましょう

4

きつそうでしたが、下りは元気いっぱい。私は翌
日から数日間筋肉痛でした。コロナ禍で登山が人
気だそうですが、遠くへ行かなくてもまずは身近
な雁田山に登ってみるのも楽しいですよ。

1 3

5

冬のおぶせミュージアム・中島千波館　企画展

「美術館ノートPage３」
　おぶせミュージアム収蔵作品の中から「美術館
ノート」第三弾として、中島千波、清之の作品を
はじめ、昨年中島先生主催の「アートグループ風
展」の入選作品、横山芙美の「土と膚」ほか、過去
のシンパ展の出品作家など、美術館の秀作また新
収蔵作品を中心に紹介します。

【ノート：Note】とは…中島千波の収蔵品やデッ
　サン、本人の解説文など広い意味を込めて題し
　たコレクション展です。見る方の心に留めると
　いう願いも込められています。

会期　12月3日㊎～令和4年4月19日㊋
　　　会期中無休
開館時間　9:00 ～ 17:00
入館料　一般500円、高校生250円、中学生以下無料

■問い合わせ　おぶせミュージアム・中島千波館
　　　　　　　　☎026-247-6111

横山芙美（土と膚）
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