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　地元で開催された
ワールドカップで優勝
できて良かったです。
前回大会は地元開催
のプレッシャーを感じ
てしまい、ミスしてし
まった部分もありまし
た。今年は海外でいろ
いろな大会に出場し、
どんな環境でも技をつ

なげられるように練習を積んできました。いい意
味でプレッシャーを受けないで楽しむことを目標
に頑張ってきたので、楽しんで演技できたのも良
かったと思います。

優勝 木下晴稀さん（伊勢町）
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1_ 小岩長野県副知事からの祝辞（開会式）　2_ 技の難易度を
瞬時に採点　3_ 観客にも分かりやすいように大型ビジョンに
得点を表示　4、5_ 海外選手のダイナミックな演技　6、7_ 国
内外から多くの観客が訪れた　8_ スラックラインの体験コー
ナーも設置　9_選手からのプレゼントに会場が盛り上がる
10_演技のあとはお互いをたたえ合う

　初めてのワールドカップは楽
しかった。緊張もあってミスも
出てしまったけど、海外選手に
教えてもらった技に挑戦して、
決めることができてよかった。
海外選手のプレーを間近で見
ることができ、学ばせてもらい
ました。

15 位 田中健介さん（小布施中 2 年・福原）

　失敗もあったけど、目標のベ
スト８を達成できてうれしい。
海外選手といろいろな話をした
のが楽しかったし、勉強になっ
た。海外選手は体重が重くて技
が安定していた。もっと体重を
増やして、新しい技に挑戦して
いきたいです。

7 位入賞 林  映心くん（栗ガ丘小 6 年・雁田）

2町報おぶせ　2019(　　元 )-10令和



5 町報 おぶせ　2019(　　元 )-10令和 4町報 おぶせ　2019(　　元 )-10令和

1_第6回小布施若者会議成果報告会　2_おぶせ交流館がオープン。クリエーターの拠点

となる　3_水害に備え小型排水ポンプを導入　4_松川小水力発電所竣工式　

5_高規格救急車の配備。より一層の救命率の向上を図る　6_魅力あふれる農業経営を目

指す「おぶせファーマーズ」が開催したマルシェの使い方講演会

主な事業
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まちの家計簿平成30年度決算

一般会計
　歳入は、対前年比で繰越金が1億4,353万
円（50.0％）、地方消費税交付金が813万円

（4.3％）、県支出金が2,642万円（10.6％）、寄付
金が1億1,377万円（59.5％）増加したのに対し、
町税が2,144万円（1.9％）、地方交付税が2,584
万円（1.7％）、国庫支出金が1,804万円（5.3％）、
繰入金が1億565万円（30.5％）、町債が1億
8,930万円（41.4％）減少したことにより、全体
では8,262万円（1.6％）減の51億2,741万円と
なりました。
　歳出は対前年比で公債費や病院機能活用協
働実施委託料などが減となりましたが、複合型
介護施設整備等の経費や高規格救急車の配備
などが増となり、全体では8,954万円（1.9%）
増の48億6,899万円となりました。
　令和元年度への繰越事業に充てる財源930
万円を除いた実質的な収支額（余剰金）は2億
4,912万円となりました。

11億3,641万円町　税

15億1,999万円地方交付税

5億9,769万円国・県支出金

3億507万円寄付金

2億6,760万円町　債

その他 13億65万円

歳　入 51億2,741万円歳　出48億6,899万円

総務費11億4,737万円

民生費13億3,244万円

衛生費1億7,928万円
2億5,086万円 農林水産業費

土木費6億4,663万円

教育費4億7,418万円

公債費4億834万円

その他4億2,989万円

特別会計

■問い合わせ　財務課財政係

詳しい決算状況は

小布施町　決算 検索

分類でさがす⇒町政情報⇒財政⇒決算⇒
事業実績及び主要施策成果説明書 をご覧ください。

町ホームページ⇒

☎ 026-214-9101

　基金は、財政調整基金に2億5,415万円、小布施ふるさ
と応援基金に1億5,101万円等を積み立てました。この結
果、平成30年度末現在高は11億7,307万円となり、前年
と比べ1億7,484万円の増額となりました。
　借入金（借金）の残高は平成11年度の75億989万円を
ピークとして年々減少しています。利率の高いものから計
画的に繰上償還を行い、新規発行額を償還額以下に抑えた
結果、町債残高は平成30年度末で27億4,881万円（前年
比1億2,544万円の減）となりました。

特別会計 歳入額 歳出額 差引額

国民健康保険 13億4,333万円 12億6,774万円 7,559万円

後期高齢者医療 １億5,007万円 １億4,970万円 37万円

介護保険 9億7,632万円 9億399万円 7,233万円

同和地区住宅新築
資金等貸付事業

227万円 227万円 0万円

下水道事業 ４億9,834万円 ４億9,324万円 510万円（※）

農業集落排水事
業

4,896万円 4,856万円 40万円

※資本的収支の不足額6,995万円は、当年度分損益勘定留保資金
　などで補てんしました。

水道事業会計 収入額 支出額 差引額
収益的収入
及び支出

２億1,945万円 １億5,933万円 6,012万円

資本的収入
及び支出

689万円 7,684万円
－6,995万円

（※）

基金と町債の現在高
（普通会計）

※該当がない数値は「－」で表示

H27 H28 H29 H30
早期健全化基準

（イエローゾーン）

実質赤字比率 ― ― ― ― 15％

連結実質赤字比率 ― ― ― ― 20％

実質公債費比率 7.9％ 7.7％ 7.3％ 7.7％ 25％

将来負担比率 30.2％ 29.2％ 15.6％ ― 350％

【財政健全化判断比率】　実質公債費比率とは年収（標準財政規模）
に対するローン返済（公債費）の割合です。　
　平成30年度の数値は7.7%で借入に県知
事の許可が必要となる18%を下回っていま
す。大規模事業の償還を終えてきており、今
後数年間は7%台での推移が予想されます。
　将来負担比率とは年収に対する将来見込
まれるすべての負債の割合のことです。平成
30年度は町債（借金）の借入を抑制し、地方
債残高が減少したことなどにより、将来負担
額を充当可能財源等が上回っているため数
値はありません。
　なお、国保や介護保険などの特別会計を含
むすべての会計について赤字額はありません
でした。また、公営企業、準公営企業会計も
資金不足となった会計はありません。

町債残高
基金残高億

円

28.7

10.0

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 経営健全化基準

水道事業会計 ― ― ― ― 20％

下水道事業特別会計 ― ― ― ― 20％

農業集落排水事業
特別会計

― ― ― ― 20％

【資金不足比率】

※資金不足となった公営企業会計がないため「－」で表示

30.0

10.9

34.3

15.6

27.5

11.712.6

33.0 31.5

12.3

Ｈ30Ｈ29Ｈ26Ｈ25 Ｈ27 Ｈ28

財政健全化判断比率

※下水道事業510万円のうち459万円は令和元年度への繰越事
業に充てる財源のため、実質的な収支は51万円となりました。

※カッコ内「%」は前年比
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情報 Hot Line
子ども教室キャンプ

試行錯誤を重ねた2日間
9 13

　子ども教室では子どもたちの自主性を伸ばし、
チームワークも学んでもらおうと総合公園で1泊2
日のキャンプを行いました。みんなで話し合い、食事
の準備やテント張りなどで試行錯誤を重ね、多くを学
んだ2日間となりました。

小布施町議会　
令和元年９月会議

~14

Voice
　晩ご飯をつくるための火の準備
が大変でした。焚

た
き付

つ
けと薪

まき
、空気

のバランスがむずかしかったです。
栗ガ丘小 6 年　室伏 暁

あきら

くん

人権教育講座

「ありがとう」のひと言を
9 17

　中央同和対策集会所と雁中同和対策集会所で「ヘイ
トスピーチ」について学ぶ講座を開催し、両会場合わせ
て34人が参加しました。講師の県人権啓発センターの
篠原康

やすひろ
広さんは「経済格差の広がりなどで多くの日本

人が自信を失い、焦
あせ

りや屈辱感を抱えています。そのよ
うな感情を埋め合わせるために外国人などの社会的弱
者に向けたヘイトスピーチ、憎しみを込めた発言が起
こりやすくなっています」と指摘し、「まずは自分と相手
が笑顔で暮らせるよう身近な人に『ありがとう』のひと
言を伝えてほしい」と参加者たちに語り掛けました。

・19

審議期間　９月２日～２０日

●議案
○ 条例の全部改正　　　　　 １件（可決）
○ 条例の一部改正　　　　　 １件（可決）
○ 令和元年度補正予算　　　 ７件（可決）
○ 平成 30 年度歳入歳出決算　８件（認定）
　（水道事業剰余金の処分も可決）
○ 町道路線の認定　　　　　 １件（可決）
○ 教育委員会委員の任命　　 １件（同意）
○ 人権擁護委員の推薦　　　 １件（同意）

◎議案の概要
● 条例の全部改正
◇小布施町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事
　業の運営に関する基準を定める条例
　　子ども・子育て支援法の改正に伴い、子ども・子育
　て支援制度の基準となる内閣府令が改正されたため、
　町の基準について、国と同様の改正を行うものです。
● 条例の一部改正
◇ 印鑑の登録及び証明に関する条例
　　政令改正により、住民票に旧氏の記載を求めるこ
　とができることとなるため、印鑑登録にも旧氏を用
　いられるようにするものです。
● 補正予算
◇ 一般会計
　〔補正額〕４億6,655万９千円
　〔補正後の額〕52億4,083万８千円
■ 歳出の主なもの

（土木費）
○ 町道補修事業費　　3,310万円

（教育費）
○ 総合体育館照明改修費　1,260万円
◇ 国民健康保険特別会計
　〔補正額〕1,493万１千円
　〔補正後の額〕13億2,656万８千円

補正予算や決算の認定などについて審議が行われました。

◇ 後期高齢者医療特別会計
　〔補正額〕36万８千円
　〔補正後の額〕１億5,174万２千円
◇ 介護保険特別会計
　〔補正額〕2,982万６千円
　〔補正後の額〕11億3,698万９千円
◇ 下水道事業特別会計
　〔補正額〕11万４千円
　〔補正後の額〕４億6,164万７千円
◇ 農業集落排水事業特別会計
　〔補正額〕２千円
　〔補正後の額〕5,993万７千円
◇ 水道事業会計
　収益的支出　〔補正額〕97万９千円
　　　　　　　〔補正後の額〕１億8,175万６千円
　資本的支出　〔補正額〕２億2,684万８千円
　　　　　　　〔補正後の額〕３億1,903万１千円
● 決算
◇ 平成 30 年度一般会計・特別会計
　　平成30年度一般会計と特別会計の決算について、
　詳しくは4 ～ 5ページをご覧ください。
● 小布施町道路線の認定　２路線
● 小布施町教育委員会委員の任命
　　教育委員会委員の小林 潔

きよし
さん（大島）の任期満了

　に伴い、小林さんの再任が同意されました。
● 人権擁護委員の推薦
　　人権擁護委員として、竹内宏美さん（山王島）の
　推薦について諮問し、同意されました。
◎ 専決処分の概要
● 条例の一部改正
◇ 災害弔慰金の支給等に関する条例
　　法令の改正に伴い、その条項や用語を引用する規定
　を整理する改正を行い、議会に報告したものです。
● 和解・損害賠償額の決定
　　町が個人に支払う損害賠償額（2件 36万1,552    
　円）について、議会に報告したものです。

●専決処分の報告
○ 条例の一部改正　　　　　 １件（報告）
○ 和解・損害賠償額の決定　 ２件（報告）

有
料
広
告

小布施中学校鳳凰祭

未力発見～まだ見ぬ僕と君～
9菌

きん
ちゃん農園野菜祭り

「菌ちゃん農園」の味を堪
た ん の う

能
9
29

　小布施まちづくり委員会・環境を考える部会が6次
産業センターで「菌ちゃん農園野菜祭り」を開催しまし
た。「生ごみの減量と堆肥化」を身近に考えてもらおうと、
紙芝居で細菌（菌ちゃん）を活用した土づくりを紹介し
ました。5月には「菌ちゃん」で生ごみを堆肥化した土を
使って野菜を植えるワークショップも開催しており、こ
の日はその畑で収穫されたニンジンなどを使った野菜汁
が振る舞われました。口にした人たちからは「ニンジン
の味が濃くて美味しい」との声が聞かれ、買い物に訪れ
た多くの人が「菌ちゃん農園」の味を堪能しました。

　今年の小布施中学校鳳凰祭のテーマは「未力発見
~まだ見ぬ僕と君～」。2日間にわたって意見文・英
語スピーチ、鳳凰杯、音楽会などさまざまなプログ
ラムが開催されました。27日に開催された鳳凰杯で
は、玉入れ・多人多脚・クラス対抗リレーの3種目
を学級対抗で競い合いました。最後の鳳凰杯となる
3年生たちは学級ごとに旗をつくり、円陣を組んで気
持ちを一つにして競技に臨みました。最終種目のク
ラス対抗リレーではゴールのたびに生徒たちの歓声
が沸き上がり、グラウンドは熱気に包まれました。

27
~28
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知お知らせ

生活

環境
蛍光管、白熱電球、グローランプ、鏡、体温計（水銀式のみ）
乾電池
※充電式電池は回収できません。携帯電話などの小型充電式電池は、
　電気店やホームセンターなどのリサイクル協力店へお持ちください。
　協力店は、一般社団法人JBRC のホームページ（http ://　
　www.jbrc .com）をご覧ください
電気コード
※本体から切り離して出してください
電気や電池で動く小型電子機器や家電製品
※家電リサイクル対象品（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など）、　
　電気毛布、電気カーペット、こたつやステレオなどの木枠部分は回
　収しません
※電球や電池、灯油などはあらかじめ取り除いてください
※携帯電話やパソコンなどに保存している個人情報は自己責任で削
　除してください
衣類全般
※洗濯をするなどきれいにしてから出してください
※汚れたり破れたりしたものや濡れているもの、カビや臭いのあるも
　のは回収できません
※雨天の場合は濡れないようビニール袋に入れて出してください
※布団、座布団、毛布、マットレス、カーペット、ストッキング、靴下、
　下着などは回収できません

回収品目一覧

小
型
家
電

有
害
ご
み

古
着

国民

年金

火災

予防

子育て

支援

認定こども園
栗ガ丘幼稚園 わかば保育園 つすみ保育園

小布施町大字
都住550－1

小布施町大字
小布施 1200 －３

小布施町大字
中松 711

☎ 026-247-
4424

☎ 026-247-
3342

☎ 026-247-
2044

　児童虐待は社会全体で解決すべ
き課題です。あなたの1本の電話
で救われる子どもがいます。
○虐待かな？と思ったら
　子どもを虐待から救うだけでな
　く、保護者や家庭を支援するき
　っかけにもなります。「虐待か
　な？」と思ったら、健康福祉課
　または児童相談所へ連絡してく
　ださい
※令和2年4月1日より「児童虐
　待の防止等に関する法律」が改
　正され、親権者が子どものしつ
　けに際して体罰を加えてはなら
　ないことが明文化されます

■連絡先　健康福祉課福祉係
　　☎ 026-214-9108
　児童相談所全国共通ダイヤル
　　☎１８９（ い ち は や く ）

「１８９（いちはやく）　
　　　　小さな命に待ったなし」

　小布施には、鴻山を中心とした旦那衆が愛
め

で
た江戸期の作品が多数残っています。若冲の「鶏
百態図」、岸駒の「虎図」、応挙の「関羽像」な
どを集めました。北斎の「日新除魔図」や、小
布施の商人「十八屋」に宛てた北斎の手紙、河
鍋暁斎の戯画など、書画 14 点の貼り混ぜ屛風
は本邦初出陳です。小布施の地域文化の高さを
実感できる髙井鴻山記念館ならではの名品展を
ぜひご覧ください。
会期　12 月 3 日㊋まで
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

■問い合わせ
　髙井鴻山記念館
　　☎ 026-247-4049

髙井鴻山記念館秋季展
「小布施の地域文化　北斎・岸駒・上龍・
若冲」を開催しています

社会保険料控除証明書

円山応挙「関羽像」
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　1962年東京生まれ。作家・歌手。長野パラリ
ンピック大会歌『旅立ちの時』作詞者。著書の『あ
ん』は河瀬直美監督により映画化され、2015年
カンヌ国際映画祭のオープニングフィルムとな
る。小説もフランス語、英語など13言語に翻訳さ
れ、フランスの「D

ド ミ テ ィ ス
OMITYS文学賞」と「読者によ

る文庫本大賞」の二冠を獲得。

有
料
広
告

日本行政書士会連合会 公式キャラクター ユキマサくん

涌井行政書士事務所

行政書士 涌井史明
コスモス成年後見サポートセンター会員

小布施町大字小布施2166番地 （林）

TEL 026-214-3725/FAX 026-214-3755

E-Mail info@wakui-gyo.jp

行政書士に
お任せ下さい

書き方分からない
めんどくさい!!

農地転用、宅建業、
建設業、運送業、ｅｔｃ

各種許認可申請対応い
たします

そんなときは・・・

受付時間
電話 ９:００～20:00
メール/ＦＡＸ ２４時間

キャッシュレス・消費者還
元事業、小布施町プレミア
ム付商品券対応

まちとしょテラソ10周年記念対談 「今、本を読むということ」
　9月21日㊏に北斎ホールで、子どもの本専門店「メ
リーゴーランド」店主の増田喜昭さんと作家のドリアン
助川さんによる「まちとしょテラソ10周年記念対談」を

矢野恒太記念会 編/矢野恒太記念会
　
　 最 新 の
社会・経済
統計をもと
に、世界の
現状を表と
グラフで明
らかにした

各国の最新データを収録。「図会」
は「ずえ」と読みます。ある事を説
明するために図を集合させたもの
という意味で使われます。

『世界国勢図会』
チャールズ・モア 著/NHK出版

　すべての
命の源であ
る海は、知
らぬ 間 に、
使い捨て社
会のごみ捨
て場になっ

てしまった。この流れを止めるエコ
ロジカルなイノベーションとは何
か？海洋ごみ第一人者が徹底的に
解明する。

『プラスチックスープの海』

まちとしょ
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

11月の休館日▶5日㊋、7日㊍～20日㊌、26日㊋
　　　　　　　

11月のおはなし会

日　時 内　容

11月 23日㊏ 10:30 ～ おはなし会

11月 30日㊏ 10:00 ～ 大人のための語りを楽しむ会

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 ―

ヘザー・モリス 著/双葉社

　 全 世 界
で 300 万
部を突破し
たベストセ
ラー。あま
りに非人間
的な日常の

中でささやかな人間らしさと尊厳
を守り抜くために重ねた苦闘と誓
いの物語。「タトゥー係」本人の証
言による実話。

『アウシュヴィッツのタトゥー係』
河崎秋子/集英社

　
　さまざま
な時代の北
海道で、夢
を見た人間
たちの物語
全７編。札
幌・根室・

北見・江別—可能性だけに賭け、
挑んだ男たちを峻

しゅんれつ
烈に描

びょうは
破した傑

作短編集。これは今なお続く、産
業への悼

いた
みだ―。

『土に贖
あがな

う』

　「 あ こ が れ（ 憧
れ）」と聞いてイ
メージする事柄は
多岐にわたります
ね。映画や音楽に
も「あこがれ」と
タイトルが付いた
ものがたくさんあ
ります。意外と少
ないのが本です。
　憧れの職業や憧
れの生活、憧れの
あの人、憧れの国、
憧れの…とキリが
ありません。新たな本との出会いで憧れの対象が持て
るかもしれません。憧れを探しにお越しください。

11月のテラソ百選のテーマは「あこがれ」です

開催しました。「今、本を読むということ」をテーマに、
二人からは本を読むことの面白さと、これからの図書
館が担う役割への期待が語られました。

作家 ドリアン助
すけがわ

川さん子どもの本専門店
メリーゴーランド店主 増田喜

よしあき
昭さん

　1950年三重県四日市市生まれ。書店業のか
たわら、いろいろな雑誌で絵本の紹介をしたり、
各地での講演活動などを通じて子どもの本の普
及に力を注いでる。プロの絵本作家・童話作家
の養成ワークショップ「絵本塾」「童話塾」を主
宰。著書に『子どもの本屋、全力投球！』『子ど
もの本屋はメリー・メリーゴーランド』がある。

　読書は一つの旅みたいなもの。僕はアフリカに生
まれて初めて行ったとき「なんか来たことあるぞ、こ
こ」って思っていたら、実は本を読むことでそこを一
回旅していたんです。読書っていうのは、もう一つの
人生であったり、もう一つの旅であったり、自分の知
らないことを体験できるっていう面白さがある。

読書は一つの旅
　僕たちの頭の中は万

まんげきょう
華鏡のように変化していくイマ

ジネーションの世界。駅から学校まで高校生100人が
歩いたとしたら、心象風景の中では全員が違った景色
を見ています。それを大事に切り取っていくのが文章
を書くということ。本を作るということは、いかに人
間が心の中で冒険ができるか、心の中の可能性をどれ
だけ書くことができるかということ。

心の中の可能性をどれだけ書くことができるか

　本は、それを書いた人からの手紙として捉えられると
思うんです。だから図書館というのは古今東西、世界中
の人が書いてくれた手紙の書庫でもある。
　フランスのアルザス地方の町の図書館が、自分が読ん
だ本で「いいな」と思うものを寄付するという取り組みを
しています。箱の中に寄付をすれば図書館に運ばれてい
くというシステムなのですが、それをこの町でもやって
ほしいし、この町ならできるんじゃないかと思います。

図書館は、世界中の人からの手紙の書庫
「読書の繰り返し」を保障するのが図書館
　本は受け身で読んでいるようでいて、読者も本を
作っている。自分の中で物語を、まるで映画監督のよ
うに作り上げていく作業が読書なんです。自分の手で
扉を開けて物語の世界に入っていくのは一人じゃない
とだめで、図書館は誰でも一人で行ける場所です。そ
して本を読めば読むほど自分でも表現したくなってい
き、自分の半生を描くことによって幸せについて考え
始める、ということが「読書の繰り返し」。それを保障
してあげるのが図書館であると思います。

　図書館システムの入替えおよび蔵書整理のため、
下記の期間を特別休館とさせていただきます。
　休館中は、図書の貸し出しをはじめ、レファレン
ス、コピー等のサービスはできませんのでご理解と
ご協力をお願いします。そのため「お父さんの読み
聞かせ会」、「低学年のためのおはなし会」はありま
せん。
　なお、図書の返却は、館西側の返却ボックスにお
願いします。
特別休館日　11月7日㊍～ 11月20日㊌

システム入替えに伴う休館のお知らせ
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DO 「チャレンジ講座」　10 月からの活動状況をお知らせします!?一緒に

■問い合わせ　
　公民館　☎026-214-9111

series
195

学校・園だより
生活科の学習　栗ガ丘小学校 2 年生POST

〒学 校

第67回

心
の和

人権教育

町宝 玄照寺三門

町宝 玄照寺本尊  清凉寺式木造釈迦如来立像

て、その時のわたしの気持ち
は、「まちがえてもいっぱいひい
てくれてうれしかった」という
気もちでいっぱいでした。ふう
ちゃんには、えんそうができた
り、足のゆびで絵や字などをか
けることなど、そういうすばら
しさをもっていることにわたし
は気がつきました。さいごにふ
うちゃんは「自分のことも、友だちのこともすきになってく
ださい」と言っていました。そのさいごのコメントがわたし
は気に入りました。なぜ気に入ったかというと、自分だけ
ではなくて、友だちのこともすきになるということだから
です。（平成30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）

　ふうちゃんは、お話をするのがにが手で、手がふじゆう
です。立つことはできますが、歩くのもにが手そうです。で
も、ふうちゃんは足をうごかすことができます。その足の
ゆびで、絵や字などをかけて、ピアノをひくこともできま
す。そんなふうちゃんのことをわたしは「すごいなあ」と思
いました。しかも、今、ふうちゃんは一人ぐらしをしている
そうです。たとえば、わたしがふうちゃんみたいに、手がふ
じゆうだとします。そして、一人ぐらしでもあるとしたら、

「トイレの時はどうすればいいんだろう」という気もちなど、
いろんな時にふあんをかんじるかもしれません。
　ふうちゃんにキーボードで、四きょくぐらいひいてもらっ

ふうちゃんのこと
栗ガ丘小学校 3 年 3 組　市川莉子

　２年生では、生活科の学習で、中庭に池を作ること
になりました。アイデアを出し合って池の設計図を作
り、池作りがスタートしました。地面がとても固く大
変でしたが、授業時間だけでなく朝の時間や休み時間
を使って、夢中になって掘り進めていました。また、
掘る場所や道具に限りがある中、お互いに譲り合って
作業を進めていました。シャベルの使い方も、随分と
上手になりました。こうして、約１カ月かけて、すてき
な池を完成させ、これらの活動を通して、様々なこと
を学ぶことができました。池の中には、メダカ・ザリ
ガニ・コイ・ヌマエビなど、さまざまな生き物が住ん
でいます。栗ガ丘小へ来たときは、ぜひご覧ください。

企画展
秋の中島千波のコレクション展 №1

　今年、画業50年を迎えた中島千波さんの当館コレ
クションを中心に、学生時代からの制作活動を振り返
ります。東京藝術大学時代は油彩画や版画といった
ジャンルにも挑戦し、試行錯誤した当時の貴重な作品
も展示します。
会期　12月3日㊋まで　
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

講座名 講師 開催日 時間 教材等

やさしいフルート教室 西澤ふみよ先生 毎月第2・4金曜日 19:30 ～ 20:30 楽器・機材
（教材300円）

初心者ヨガ教室① 跡部奈美先生 毎週金曜日 9:30 ～ 10:30 ヨガマット

健康体操教室 山崎良子先生 毎月第2・4木曜日 13:45 ～ 14:45

コカリナ教室 関谷富士子先生 毎月第2・4水曜日 19:00 ～ 21:00 コカリナ

初心者書道教室 吉池久美子先生 11月21日㊍～
毎月第3木曜日 19:00 ～ 20:30

　5月から始まったチャレンジ講座は9月で終了しま
した。来年度の講座開催までの半年間、同好会などに
形を変えて活動を継続している講座を紹介します。

※9月号に掲載した「入門オペラ教室」の開催時間が「13:30 ～」となっていますが、正しくは「17:30 ～」です

『ハッピーワークショップ』を開催します

日時　11月2日㊏　13:00 ～ 15:00
場所　まちとしょテラソ多目的室
講師　慶應大学大学院システムデザインマネジ
　メント学科　前野隆司教授
定員　30人（先着順）　
申し込み　10月31日㊍までに企画政策課へお
　申し込みください(参加費無料）

　幸せな職場、幸せな学校、幸せな地域、幸せ
な家庭を作る。そして何よりあなたの人生をよ
り幸せにするためのコツを楽しく体験しながら
学ぶ「幸せの作り方」講座です。

■申し込み・問い合わせ　企画政策課定住交流係
　　　　　　　　　　　　☎026-214-9102

有
料
広
告

秋季紅葉図
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暮らしの情報

納期限は 12月2日 ㊊です

忘れないで 11月の納付
国民健康保険税　　  4 期
介護保険料　　　　  4 期

上下水道料　　　　  4 期
後期高齢者医療保険料 4 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 有
料
広
告

枠サイズ：縦 52 ㎜ × 横 177 ㎜
色：カラー　

町報おぶせ

　豪商であり、書家としても優れ
ていた小布施の文化人・髙井鴻
山について知り、書道を通して豊
かな心を育むため「第 33 回髙井
鴻山席書大会」を開催します。
期日　11 月 10 日㊐　　　　
受付　8 : 10 ～ 8 : 30
場所　小布施中学校鳳凰アリーナ
持ち物　書道用具一式、新聞紙
　（練習用・下敷用）、上履き
その他　課題は当日発表します

■問い合わせ　
　教育委員会生涯学習係
　　☎ 026-214-9111

髙井鴻山席書大会を開催します

はつらつお笑い演芸会を開催します

　高齢者の交通安全について笑いながら
学びませんか？
日時　11月22日㊎　13:30 ～ 15:00
場所　千年樹の里・健康福祉センター
内容　長野県交通安全教育支援センター     
　による寸劇

その他　一人暮らしでお出掛けが困難な
　人は送迎しますので、11月15日㊎ま
　でにお申し込みください
■申し込み・問い合わせ　
　地域包括支援センター　　
　　☎026-242-6680

寄付のお礼
厚くお礼申し上げます。
・ 埼玉県所沢市     吉澤 利勝 様
　　　　　　　　　 22,000円
・ 東京都日野市     永田 幸彦 様
　　　　　　　　　 10,000円
・ 神奈川県横浜市  豊島 光 　様
　　　　　　　　　 20,000円

ひとのうごき
10 月１日現在 （前月比）

人10,968合計 （－ 6）
女 人5,641 （－ 1）

世帯3,856世帯

男 人5,327  人口 （－ 5）

（± 0）
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最優秀賞　千両自治会
優秀賞　　六川自治会、中央自治会、
　　　　　横町自治会、林自治会
奨励賞　　中子塚自治会、松村自治会、
　　　　　羽場自治会、中条自治会
努力賞　　押羽自治会、矢島自治会、　　
　　　　　清水自治会、松の実自治会、
　　　　　伊勢町自治会

第40回フラワーコンクール

おぶせっこ
大集合!!

10 月 生 ま れ

ちゃん

1歳のお誕生日おめでと
う。ニコニコ笑顔の可愛
い子に育ってね。」

あるが   ・  まほこ

有賀 万穂子
H30.10.12生

有賀誠父 （横町）より恵子母

「

11月、12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
☆11月生まれ 10月31日㊍
☆12月生まれ 11月29日金○

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

かほちゃん4才おめでと
う♪お祭りもキャンプも
スキーも…3 人でいろん
な事楽しもうね(^-^」

「

たきざわ  ・　かほ瀧澤 佳歩ちゃん

H27.10.1生

瀧澤卓三 （中町）より涼子母父

相談内容 日　　時 相　談　員 場　所　等

人権相談
6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

5㊋、19日㊋
13:00 ～ 15:00 民生児童委員 北斎ホール

事務室
行政相談 15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

18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 ～ 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

20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

おぶせ交流館
2階相談室

☎026-214-6651

問い合わせ　各種相談☎026-247-311111月の各種相談

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

　　“リトミック”に参加して、聴いて、動いて、親子で
楽しめるプログラムです。お気軽にご参加ください。
日時　11月12日㊋10：00 ～
講師　リトミック研究センター　小林寿

す み
美さん

参加費　無料

11月のお知
らせ 親子でリトミック

　9月から11月まで、月に1回“子育てセミナー ”が開
催されます。第３回目は、“親子ビクス”です。お家の方
もたくさん体を動かしてリフレッシュしましょう！
日時　11月26日㊋10：00 ～
内容　親子で楽しめる運動遊びです
講師　湯本真貴子さん　参加費　無料
申し込み　11月19日㊋まで
　※ご希望により、下のお子さんの託児をします。併せ
　　てお申込みください。タオル、飲み物をお持ちにな
　　り、動きやすい服装でご参加ください。

有
料
広
告

小布施カレンダー2019.11 月

千両自治会花壇

子育てセミナー③～親子ビクス～

日  ・  曜 行事名 時　間 場　所 ページ
1 金○○ 菊花展　～ 10日 皇大神社
2 土○○ 町政懇談会（第2コミュニティ） 19:00 ～ 伊勢町公会堂
3 日○○ 文化の日表彰 11:00 ～ 公民館講堂

4 月○○ 芸能祭
町政懇談会（第1コミュニティ）

12:00 ～
19:00 ～

北斎ホール
東町公会堂

5 火○○
6 水○○ オペラ教室「ニュルンベルグのマイスタージンガー」 17:30 ～ 公民館講堂

7 木○○ エンゼルあそびの広場（0歳児）
オレンジカフェ・くりんこ

9:45 ～
13:30 ～

エンゼルランドセンター
千年樹の里/健康福祉センター

8 金○○ 東京小布施会 16:00 ～ 東京グリーンパレス
9 土○○

10 日○○
有害ごみ・小型家電・古着の回収
第33回髙井鴻山席書大会
農村散策ウオーク

7:00 ～
8:10 ～
9:45 ～

生活支援ハウス駐車場
鳳凰アリーナ(小布施中学校体育館)
町営松村駐車場

8P
15P
19P

11 月○○
12 火○○ エンゼルリトミック・パステル来園

ダンスで脳元気教室
10:00 ～
13:30 ～

エンゼルランドセンター
千年樹の里/健康福祉センター

13 水○○
14 木○○
15 金○○ エンゼル手作りおもちゃの日 10:30 ～ エンゼルランドセンター
16 土○○
17 日○○
18 月○○
19 火○○ エンゼルあそびの広場（1歳児） 9:45 ～ エンゼルランドセンター

20 水○○
人権同和教育現地研修
須高広域シルバー人材センター入会説明会
ウオーキング健康教室

8:30 ～
13:30 ～
13:30 ～

草津温泉方面
桃源荘
北斎ホール

14P

21 木○○
22 金○○ エンゼルあそびの広場（2歳児）

はつらつお笑い演芸会
9:45 ～

13:30 ～
エンゼルランドセンター
千年樹の里/健康福祉センター

23 土○○
24 日○○ 小布施能

野ねずみの一斉駆除
13:00 ～ 北斎ホール

町内一円の田畑 14P

25 月○○ チャレンジのど自慢教室 13:00 ～ 千年樹の里/健康福祉センター
26 火○○ エンゼル子育てセミナー③ 10:00 ～ エンゼルランドセンター 16P
27 水○○
28 木○○ エンゼル避難訓練 10:30 ～ エンゼルランドセンター
29 金○○ エンゼル誕生会 10:30 ～ エンゼルランドセンター
30 土○○ ボッチャ体験会 10:00 ～ 千年樹の里/健康福祉センター 14P

「うわぁ、いっぱいとんぼ
いるね。なかよしきょうだ
いなんだろうね」

♦散歩中、空を見上げて。

おとうと／ 3歳

子どもは宝！再発見
おぶせ口頭詩プロジェクト
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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歳児健康診査 11月20日㊌ 受付  13:00 ～13:15 平成28年8月  ～   9月生まれ

子育て教室・げんきっこ塾
（２歳児） 11月 21日㊍ 受付   9 :30 ～  9：45 平成29年8月 ～ 10月生まれ

広報員がお気に入りの場所を紹介します
series 76

Obuse 「寄っとくんない 見てくんない」

歴史の重みを感じさせる「音楽堂」です

私のお気に入りは
彩発見
Sai

　小学校のグラウンドの片隅に、ひっそりと佇
たたず

んで
いる古い木造の建物が音楽堂です。昭和10年に他
の特別棟と共に町出身の関谷兵助氏の特別寄付に
より、現在の小学校の東側に建てられ、昭和46年、
小学校の統合にあたって現在の場所に移されまし
た。内部もハイカラで音響効果を考えての造りに
なっています。今でもサークル活動等で利用されて
おり、私も利用者の一人として、歴史あるこの建物
を感謝しつつ大切に見守っていきたいと思います。
資料提供や取材に快くご協力頂いた皆様、ありがと
うございました。皆さんも目にする機会がありまし
たら、そんな事も思い出して頂ければと思います。

1 2

3

広報員
伊藤宣

の ぶ こ
子さん

（大島）

地域おこし協力隊通信

　ヘルススクリーニングとがん検診（大腸がん・
肺がん・子宮がん・乳がん）を行います。
　がん検診は本年度最後の検診です。ぜひ受診し
てください。

【ヘルススクリーニングとがんセット検診（大腸がん・
肺がん・前立腺がん・肝炎検査）】
期間　11月12日㊋、13日㊌
受付時間　 8:30 ～ 10:30
場所　北斎ホール
対象者（令和 2 年 3 月 31 日現在の年齢）
　○ヘルススクリーニング（集団健診）
　・18歳～ 39歳で職場などで健診機会のない人
　・40歳～ 74歳で町の国民健康保険に加入して
　　いる人
　○大腸がん検診　40歳以上
　○肺がん検診　　40歳以上
　〇前立腺がん　　50歳以上の男性
　〇肝炎検査　新たに40歳になる人と41歳以上
　　で過去に肝炎検査を受けたことがない人

【子宮がん・乳がん検診】
期間　11月～令和2年2月までの指定日
場所　北信総合病院
対象者（令和 2 年 3 月 31 日現在の年齢）
　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

ヘルススクリーニング（集団健診）・が
ん検診を受けましょう 　日本赤十字社では年間を通じて献血をお願いし

ています。今回は移動採血車による400mlの全
血献血です。献血に要する時間は
40分です。皆さんのご協力をお願
いいたします。

献血にご協力ください

期　日 時　間 場　所

10月29日㊋ 14:30 ～ 16:00 新生病院

11月20日㊌ 9:30 ～ 11:15 保健センター

おぶせ晩秋の農村散策ウオーク
秋の小布施を一緒に歩きませんか
期日　11月10日㊐
受付　9:00
開会式　9:45
集合場所　町営松村駐車場
参加費　大人・高校生1,000円
　　　　小中学生無料
申込み締切日　11月1日㊎
　町営松村駐車場を発着点に、美術館や寺
院などを巡る約5㎞のコースです。会場で
は松村自治会の皆さんによる楽市も開か
れ、野菜や花の販売のほか、汁物の振る舞
いサービスもあります。
■申し込み・問い合わせ　
　健康福祉課健康係（スポーツクラブおぶせ）
　　☎026-214-9107

また新発見！カラマツソウの仲間のイワカラマツ
　雁田山の岩場で新しい植物に出会いました。キ
ンポウゲ科のイワカラマツです。名前の通り岩場
に生え、草丈は30㎝から50㎝で花期は6月から
8月です。雁田山で7月下旬に見たときは、岩の
上に横になっていました。9月下旬には葉が岩の
上に広がっていました。イワカラマツは、日本固
有の植物で絶滅危惧種に指定されています。小布
施町では、先のナニワズに続く絶滅危惧植物の発
見で、大変貴重な植物の１つになります。
案内人：清水照雄さん（栗ガ丘）

おぶせ自然暦
four seasons in obuse

　　91vol.

1_7月のイワカラマツ。岩の上で横になっていた
2_イワカラマツの花　
3_9月のイワカラマツ 撮影地：雁田山

1

3

2

1_現在の音楽堂　2_移転前の音
楽堂の写真（小学校提供）　
3_建物の内部

小布施町の魅力とは何か、おぶせらしいとはなにか
　8月23日にサマースクール H

エイチラボ
LAB O

オ ブ セ
BUSE の報

告会がありました。小布施出身で参加した高校生が
発表していました。彼女は、海外大学生や都心の高
校生が、小布施にある小学校の古い校門、曲がりく
ねった歩道などに感動する姿をみて、自分が何気な
く過ごす日常の中に魅力があふれていることに気づ
き、ふと涙がこぼれたそうです。
　「ここが素晴らしいね」と誰かが教えてくれること
で、自分の意識していなかった魅力に気づきます。そ
ういう意味では、「おぶせらしさ」を作るのは、小布
施に住んでいる人だけではなく、外から訪れる人と
一緒に形ができていく部分もあると考えています。

7月7日に開催された地
域活性化センターの『地
方活性化実践塾』の対談
で、小布施の観光以外の
魅力について考える機
会をいただきました

№2

地域おこし協力隊　塩澤耕平さん
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　9月27日、山王島「黄
こがねじま

金島の会」の皆さんが千曲川河
川公園で菜の花畑の種まきを行いました。近年の台風
や温暖化の影響で菜の花が大きくならないため、今年は
例年より早く種をまき、種に土をかぶせないようにする
など工夫しながら、来年の菜の花の成長を見守ります。

春に向けて黄金の種をまく

　21回目となる東町きつね祭りが9月15日に開
催されました。会場の逢瀬神社では日暮れとともに
金井重

し げ き
喜さん、瞳さん夫妻（東町）の「結婚の儀」が

執り行われました。「ここまで育てていただいた東
町の皆さんに感謝しています。その恩返しがしたい
と思い、このお祭りに参加させていただきました。
3年前に亡くなった父にも喜んでもらえると思いま
す。これからはお互いを思いやって、温かい家庭を
築いていきたい」と瞳さん。二人には会場に詰め掛
けた多くの人たちから祝福の拍手が贈られました。

東町の皆さんに感謝
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　松村自治会の「ハッピーライフまつぼっくり」が取り
組んでいる地域での支え合い活動が、大阪府で開催さ
れた『いきがい・助け合いサミット』で全国134団体の
うち5位の高評価を得ました。このサミットは、助け合
いの地域づくりに取り組んでいる団体の情報交換の場
として開催されたもので、参考になる取り組みとして参
加者たちの投票によって選ばれました。会員の宮澤洋
子さんは「自治会という小さな生活圏での活動が評価
されたのでは。ゆっくりでも『まつぼっくり』という居場
所が浸透していけばうれしい」と喜びを語りました。

全国から期待「まつぼっくり」 情

報ラ
イナー

お届けします
まちの話題を

今年は菜の花があまり大きくな
らなかったので、来年は大きく
満開になってほしいです。

（小島政喜さん・山王島）

Voice


