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立科町マスコットキャラクター

「しいなちゃん」

田園と浅間山（牛鹿地区）

地区防災訓練を
実施しました

宇山地区
災害が発生したとき、地域で協力して助け合い、災害
を最小限にとどめる協力体制づくりを進めるため、９月
３㈰を統一実施日として各地区で防災訓練が実施されま
した。
地域の実情に合わせて区長・部落長さんを中心に計画
した訓練は、22地区合計1,288名の皆さんの参加があり
ました。

上房地区

環境保健係
小さな家電に、
大きな資源!!

立科町は「都市鉱山からつくる！
みんなのメダルプロジェクト」
に参加しています

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」は、2020年に開催される「東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会」において、約5000個の金・銀・銅メダルを、全国各地から集めたリサイクル金属
で作る、国民参加型のプロジェクトです。
当町も本プロジェクトに参加し、不要となった携帯電話のみ回収いたします。役場庁舎の町民課窓口に携帯
電話専用の回収ボックスを設置していますので、みなさまご協力ください。
※個人情報等のデータは、あらかじめデータを削除してからお出しください。
※回収品及び機器内のデータは返却できません。
また、パソコン（１箱まで回収無料）や小型家電28品目（カメラ、ゲーム機、生活家電、音響・映像機器
等々）は、宅配回収によりプロジェクトへの参加が可能です。詳しくは、http://www.toshi-kouzan.jp/をご
確認いただくか、役場環境保健係へお問合せください。

主催：東京2020組織委員会
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事業者・従業員の皆さま

長野県・県内全77市町村

税務係

平成30年度から、原則全ての事業者が
個人住民税の特別徴収義務者に指定されます！
地方税法において、従業員の個人住民税は、所得税の源泉徴収義務のある事業者が、個人住民税の特別徴収
義務者として毎月従業員※に支払う給与から差し引き、従業員に代わって納税いただくことが原則となってい
ます。
（個人住民税の特別徴収）
※原則として、アルバイト、パート等を含む全ての従業員です。

長野県と県内全77市町村は、平成30年度から全県一斉に、原則として所得税の源泉徴収義務

のある全ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者に指定することにより、個人住民税の特別
徴収を徹底します。

現在、特別徴収を行っていない事業者の皆さまは、特別徴収の実施準備をお願いします。

（５月31日まで）

④給与から差し引き
（６月〜翌年５月の毎月の給与支払日）

①給与支払報告書の提出
（１月31日まで）

②特別徴収税額の通知
（５月31日まで）

⑤差し引いた住民税を納入

従業員の住所地
の市町村

③特別徴収税額の通知

事業者
（特別徴収義務者）

従 業 員

特別徴収の仕組

（給与支払日の翌月10日まで）

お問合せ先 県庁市町村課（026－235－7068）又は 役場税務係（0267－88－8402）

『爆音器』
の使用に

農林係・環境保健係

ご注意ください !!

収穫期に伴う鳥獣被害防止対策について
スズメ、カラス、ニホンジカ、ハクビシン、タヌキなどの野生鳥獣による農作物の被害
防止対策として、鳥獣侵入防止ネット、電気柵、爆音器などの使用が挙げられます。
特に、爆音器の使用については、設置した皆様のこまめな巡回と、定期点検をお願いします。
また、下記事項を注意して使用しましょう。
１．住宅から直線距離にして概ね200m未満の場所では使用しないようにしましょう。
※住宅から200ｍ以上離れた場所に設置する場合であっても、設置期間は収穫期間等に限定し、必要最小
限の使用に留めるとともに、設置について事前に近隣住民の皆様に周知を行うなど、周辺環境に十分配
慮して使用しましょう。
２．爆音器の使用は、日の出から日の入りまでにしましょう。
３．なるべく爆音器に代わり防鳥網、電気柵等を使用しましょう。
なお、農林課では、鳥獣被害防止対策として、電気柵等の購入補助（1/3以内 上限10万円）を行っていま
すので、購入をご検討している農家さんは、購入前にご相談ください。
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こ ち ら 地域包括支援センターです！高齢者支援係
介護予防教室 あたまの体操

参加者募集のお知らせ

～からだと一緒にあたまの体操もしましょう～
身体と頭は同時に使うことで、その効果を発揮すると言われています。
「脳トレ」と言うと難しいイメージがありますが、簡単な問題とレクリエーションを交え、無理なく脳トレを
行っていきますので一緒に楽しみましょう。
参加要件 介護保険サービスを利用されていない概ね65歳以上の方
期

日 平成29年11月22日・29日・12月13日・20日
平成30年１月10日・17日・24日・31日 （全８回 水曜日開催）

時

間 午前10時～11時30分

開催場所 老人福祉センター 集会室
（※11月29日と１月17日は中央公民館 大会議室）
講

師 レクリエーションコーディネーター 大塚寛美 先生
（サポート：立科町健康サポーター）

申込期限 平成29年10月23日㈪～11月14日㈫
【お申込み・お問合せ先】
立科町地域包括支援センター（町民課高齢者支援係） 電話 0267－88－8418 有線 2311
地域包括支援センター・高齢者支援係

企画振興係

屋外広告物を表示・設置・管理している皆さま

屋外広告物の定期点検が義務化されます
適切に管理されていない屋外広告物は、倒壊や落下を招き、重大事故に繋がります。
このような事故を防ぐため、長野県では屋外広告物条例を一部改正し、以下のとおり定期点検が義務化され
ました。

看

●点検の対象

板

すべての広告物
（はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれ

たもの、法令で表示等が義務付けられているものは対象外。
）
※高さ４mを超える広告物の点検は、条例で定められた資格を有する者が
実施しなければなりません。
●点検時期
・屋外広告物を表示・設置・改造したとき
・表示・設置・改造したときから３年以内ごと
●点検項目
本体及び取付け部の変形・腐食、ボルト及びビス等のサビ・緩み、照明の取付け状態等
その他、詳細については長野県のHPでご確認いただくか、企画課企画振興係にご相談ください。
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新しい風 （町長コラム）

米村匡人

日）など、山へ誘う機会

いざな

うに思います。また昨年制定された「山

原も多くの皆さんに訪れていただけたよ

ネーションキャンペーンにより、白樺高

銘 打 ち、 繰 り 広 げ ら れ た 信 州 デ ス テ ィ

級リゾートへ、ようこそ。山の信州」と

今年７月１日から９月 日まで「世界

30

て、何事にもチャレンジしていきたいと

を忘れることなくしっかり地に足をつけ

任期も半ば。折返し地点を迎え、初心

シュしました。

身近な自然を訪れて心も体もリフレッ

に吹き飛びました。

覆い、神秘的な景色に包まれ疲れも一気

した。原生林を苔のじゅうたんが一面を

半の初級コースをトレッキングしてきま

駒池」から「高見石」を巡り、約２時間

原の標高２１００ｍ以上に位置する「白

（信濃毎日新聞社）を参考に、八千穂高

ま し た。 最 近 で は「 信 州 山 歩 き 地 図 」

泊し、雄大な自然と満天の星空に出会い

私も春には雪の残る蓼科山の山頂で１

らないと思います。

楽しんでいただける工夫をしなければな

よう、初心者から上級者までそれぞれに

車山や八ヶ岳の山々に来てみたいと思う

も増え、今後も多くの方々が、蓼科山、

の日」
（８月

11

改めて思っています。
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高齢者支援係
シリーズ 第18 弾

10年後に安心して生活できる町をつくるために
４月より、町から委託を受け生活支援コーディネーターとなりました内藤明香です。

生活支援コーディネーターは「支え合い推進員」とも呼ばれます。地域の支え合いを推進していく
ために、日々活動をしています。

今は、地区のふれ愛ささえ愛ネット

ワーク活動やサロンにお邪魔していま

す。小さな立科町でも、地域の特性や
会の雰囲気は様々です。地域ではどん
なニーズがあるのか、どんな活動をし

ているか生の声を聞き実態を把握して

いくことで地域づくりへのヒントが得
られるのではないかと思います。
町区ふれあいネットワーク月１回お茶会の１コマ

また、独居高齢者のお宅への訪問も、生活支援

コーディネーターの活動として行っています。最

近の様子、困っていることなどを伺うために訪問

しているのですが「久しぶりにおしゃべりして元

気がもらえた」
「大変だろうけどがんばって」な

ど、逆に励まされることが多いです。

茂田井地域サロンの１コマ

これからも地域の様々な集まりにお邪魔させていた

だきたいと考えております。よろしくお願いします。

者
参加
集
募

立科のため池めぐり学習会

環境保健係

～立科の水について知ろう～

農業に欠くことのできない重要なかん水を安定供給
する「ため池」
。町内に点在するため池の構造や歴史
を学ぶ学習会を開催します。

１ 主
２ 日

催 蓼科の水を考える会、立科町

時 1
 0月21日㈯ 午前９時から正午まで

※小雨決行 雨具等をご持参ください。

３ 集合場所 立科町中央公民館（大会議室） ※解散：立科町中央公民館前駐車場

４ 参加要件 町民の方ならどなたでもご参加いただけます。親子での参加も大歓迎です。
５ 募集定員 定員25名 定員になり次第締め切ります。
６ 参 加 費 無料

７ 申 込 先 環境保健係 電話 0267－88－8407 有線 2311
10月13日㈮までにお申込みください。

狂犬病予防注射を必ず受けましょう!!

環境保健係

狂犬病予防注射「秋の集合注射」の実施について
平成29年度、狂犬病予防注射「秋の集合注射」を次の日程で実施します。
今年度未注射及び生後90日を経過した犬の飼い主の方には、狂犬病予防注射申請ハガキを郵送しますので、
都合のよい実施場所で必ず注射を受けてください。
新規登録をされる場合は、役場環境保健係窓口又は実施場所で申請してください。

● 実施日程
10月28日㈯

蓼科ふれあいセンター前（蓼科地区）

午前10時～10時15分

立科町役場駐車場

午前10時50分～11時10分

● 手数料（料金）
登録済の犬（注射料のみ）…………3,500円
新規登録の犬（注射料＋登録料）…6,500円
※お釣りのないようご持参ください。
狂犬病とは

狂犬病は、人と動物の共通感染症です。効果的な治療法はなく発病するとほぼ死亡するという恐ろしい病気です。

狂犬病予防法による義務
狂犬病予防法により犬の飼い主は、狂犬病予防注射を毎年１回受けることが義務づけられています。
これを怠ると20万円以下の罰金に処せられることがあります。
秋の集合注射の対象となる犬

生後90日を経過した全ての犬で、今年度未注射の犬。譲り受けた犬や室内犬であっても対象となります。

・犬が死亡している場合は、ハガキに「死亡」と書いて提出してください。
・犬が病気、衰弱等により注射を受けられない場合は、獣医師の「猶予証明書」の提出をお願いします。
※ご不明な点は環境保健係へお問合せください。

犬の首輪には、鑑札・注射済票・名札等、飼い主の分かるものを必ず付けましょう！
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みそづくり体験

農林係

交流促進センター「耕福館」では、今年も町民を対象とした冬場の風物詩「みそづくり体験」を実施します。
農閑期を利用し大勢の皆様に体験いただき、技術を学んで自家製の「みそ」がつくれるようになりましょう。
未経験者の皆様方大歓迎です。
未経験者の皆様につきましては、必要に応じてスタッフが指導いたします。
（１回に約60kgのみそが出来上がります）

1 募集期間

平成29年11月８日㈬～12月15日㈮まで（先着順）
※ただし、未経験者の方を優先するため、経験者（平成21年度～28年度の
間に耕福館でみそづくりを体験したことのある方）と経験者を含むグ
ループは、11月21日㈫からの受付になります。

2 利用期間

みそ

平成30年１月４日㈭～４月30日㈪まで
※上記期間において原則として３日間の日程が決められています。

3 利用料金
・１日あたりの耕福館使用料 1,000円、１回の麹発酵機使用料 1,000円
※みそづくりは、原則３日間の工程です。麹持参の場合は２日間の工程が目安です。
※洗米等で前日に耕福館を使用する場合は、１日分の使用料（1,000円）が発生します。
例１

３日間の工程（洗米で耕福館を使用しない場合）で麹発酵機を使用した場合
＠1,000円×３日間＝3,000円、 ＠1,000円×１回＝1,000円

例２

計 4,000円

４日間の工程（前日に洗米を耕福館で行う場合）で麹発酵機を使用した場合
＠1,000円×４日間＝4,000円、 ＠1,000円×１回＝1,000円

計 5,000円

4 申込先
立科町役場 農林課窓口で申請書の記入をお願いします。
※印鑑をご持参ください。電話・有線等での申込みはお受けできませんのでご注意ください。

受付時間 午前９時～午後５時まで

5 お問合せ 立科町役場 農林課 電話 0267－88－8408、有線 2311 内線 261

このごみの分別方法は？

誤 可燃ごみ（赤い指定袋へ）
ちょっ
ブルーシートは、製品プラス 待って と
！
チックであり容器包装に該当
しないため、可燃ごみの指定
袋に入れて出す。

㊣ 粗大ごみ（年４回の収集日に
指定場所へ）

ブルーシートは可燃性のごみに該当する
が、中間処理が必要なため、粗大ごみと
して出す。

環境保健係
しいな
ち
このご ゃん！
み
どっち？

ブルーシート類
立科町マスコットキャラクター

「しいなちゃん」
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「脂質異常症」

新年度がスタートしてから半年が過ぎました。職場や学校などで健康診断の結果を受け取った方も多いか
と思います。生活習慣病は自覚症状がなく進んでいくものです。毎年の健診結果で体の変化を把握して、健
康づくりに役立てていきましょう。

脂質異常症とは
血液中に含まれる脂質の主なものは、コレステロールと中性脂肪です。コレステロールは細胞膜を作る成
分であり、ホルモンや胆汁酸などの原料にもなっています。また、中性脂肪は、脂肪組織に蓄えられていま

保 健 ニュ ー ス

環境保健係

健診結果を健康づくりに生かそう①

す。通常、血液中の脂質は一定の量になるように調節されていますが、体の中で脂質がうまく処理されな
かったり、食事からとる脂質の量が多すぎるなどで、血液中の脂質が一定以上になった場合に脂質異常症と
なります。

コレステロールや中性脂肪で何がわかるの？
コレステロールや中性脂肪の検査は、動脈硬化性疾患（心筋梗塞や脳卒中）の発症を予測するのに役立ち
ます。
検査項目

正常範囲

LDLコレステロールが140㎎/㎗以上だと、80㎎/㎗未満

LDLコレステロール

120㎎/㎗未満

HDLコレステロール

40㎎/㎗以上

中性脂肪

150㎎/㎗未満

に比べ心筋梗塞等のリスクが2.4倍
中性脂肪165㎎/㎗以上だと、84㎎/㎗未満に比べ心筋梗
塞等のリスクが2.9倍

心疾患や脳卒中の大多数は動脈硬化が原因でおこってきます。動脈硬化が進む原因には様々なものがあり
ますが、その主なものは、脂質異常症、高血圧、糖尿病、喫煙、肥満です。血液中のコレステロールなどが
高いのに合わせて、そのほかの要因が複数重なることで、さらに心筋梗塞などのリスクが高くなっていきます。

脂質異常症を起す危険因子
脂質異常症の危険因子の多くは生活習慣と関係があります。特に食べ過ぎや飲みすぎ、運動不足、動物性
脂肪や糖分の多い食べ物に偏りがちな人は、脂質異常症になりやすいといえます。また、喫煙はHDLコレ
ステロールを減らすなどの影響があります。
脂質異常症の中には、遺伝的な「家族性高コレステロール血症」や甲状腺などの病気が原因となっておこ
るものもあります。

脂質異常症を改善するために
脂質異常症は、まず生活習慣の改善が基本となります。この生活習慣の改善のポイントは、脂質異常症に
とどまらず、糖尿病や高血圧の改善にも効果があります。
（脂質異常症をおこすような原因となる病気がある場合は、その治療を行います。
）
生活習慣の改善をおこなっても効果があまりない場合や、脂質異常症に加え、高血圧や糖尿病など様々な
リスクを持っている方や遺伝的な要素のある方は主治医と相談しながら治療していきましょう。

生活習慣改善のポイント
・禁煙

・飲酒は適量を守る

・適正体重の維持（肥満の改善）

・適度な運動を習慣にする（早歩きで

・動物性脂肪を減らし、魚類、大豆類
を積極的にとる

30分程度の運動）
・塩分を控える

・野菜や果物、海藻類を積極的にとる
広報たてしな 2017年10月 8

食育

行政相談週間の
お知らせ

第三者の財産に被害を及ぼすおそれのあるものについては補助対象としております。

月 日㈪から 日㈰は行政相談

が山林の土地にある枯損木についても、道路または建物の近くにある等、人的または

健康づくり学習会を行いました

なお、昨年までは地目が山林の枯損木処理は対象外でしたが、要件を改正し、地目

週間です。

行政相談委員は、総務大臣から委

補助金の額は、処理経費の２分の１以内、10万円が限度になります。

「行政相談」とは、皆さんから、
国の役所や独立行政法人及び特殊法
人等が行っている仕事に関する苦情
や意見・要望をお聴きして、その解
決や実現に取組みます。この身近な

嘱を受けて活動しています。立科町

等に委託し、その経費を負担した方です。

６月～９月にかけて、各地区の公民館
において、
「血管イキイキ生活のススメ」
と題した健康づくり学習会を開催し、
地区、約２４０名の方にご参加いただき
ました。
と、血圧測定、握力測定、立ち上がりテ

の担当は浦野喜芳さん（牛鹿）です。

窓口が行政相談委員です。

ストなど実施した後、血管を傷つける原

学習会では、今の自分の状態を知ろう

因、血管を守ることの重要性とその対策

心配ごと相談日のほか、自宅でも皆
さんのご相談に応じていますので、
お気軽にご相談ください。なお、相
談は無料で秘密は守られます。
〔行政相談委員〕 浦野喜芳さん
自宅電話番号 ５６─２４４５

補助金の交付対象となるのは、町内の松くい虫の被害による枯損木の処理を、業者

庶務係

などについて参加者の皆さんと確認しま
した。
教室に参加された方からは、
「血圧計
は あ る け れ ど、 毎 日 は 測 っ て い な い
なぁ」
「握力測定なんて、学生の頃以来
だ」
「塩分のとり過ぎと言われても、夏
場はね…」などの声が聞かれました。
環境保健係では、これからも測る健康

9 広報たてしな 2017年10月

づくりを推進して
いきます。毎日の
血圧測定とその記
録、毎年の健康診
断やがん検診の受
診など習慣にして

る枯損木の処理経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

22

農林係

松くい虫防除伐採補助金について

16

みんなで

いきましょう。

詳細については、農林課までお問合せください。

33

10

環境保健係

農林係
まきストーブ本体の購入助成及びまき
（カラマツ材）の提供について

町では、まきストーブ本体購入に対し支援（本体購入費の1/4以内上限10万
円）を行っていますので、ご活用ください。

また、町では、町有林内の森林整備（間伐）を実施した際に不用となった材

（カラマツ材に限る）を無償にて提供しますので、ご希望の方は農林課において、

申請手続きをお願いします。

松くい虫被害の拡大及び枯損木の倒壊による二次被害を予防するため、業者等に委託して行う、松くい虫によ

環境保健係

自殺予防ゲートキーパー養成研修会 受講生募集

「あなたの大切なひとの命を守るために…」
～ゲートキーパーになろう！～

“ゲートキーパー”とは自殺を予防する、命の門（ゲート）の守り人（キーパー）のことです。
家族や地域、職場、保健、医療、教育等の場面で、自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、こう
した状況にある方が発するサインに身近で気づき、見守りや、必要に応じて専門相談機関へつなぐなど適切な対応を
図る役割が期待される人材です。
今回、大切ないのちを守るために、大勢の方に心の健康への理解を深め、日常生活でゲートキーパーの役割を意識
していただくことで、
「生きやすい社会」に繋がり、自殺を未然に防げるよう、下記のとおりゲートキーパー養成研
修会を開催します。是非この機会に受講してみませんか？
対象者

関心のある方（中級編は初級編受講者）

会 場

研修会場は、どちらも佐久市市民創錬センターです。
（佐久市猿久保165－１）
研修会場への移動は個人でお願いします。

受講料

受講は無料です（初級・中級編を両方受講すると修了証が発行されます。
）
日時（申込み締切）

内容・講師等
研修①「自殺の実態とゲートキーパーについて」

10月25日㈬
初級編

午後１時30分～３時30分
(申込み：10/17迄)

中級編

講 師：佐久市 担当職員
研修②「心の健康の理解～うつ病・アルコール問題を中心に～」
講 師：小諸高原病院 診療部長 村杉 謙次氏

11月20日㈪

研 修「あなたにもできる 気付き、傾聴、つなぐ、見守る」

午後１時30分～３時30分

講 師：NPO法人ウィズハートさく

（申込み：11/６迄）

ワークポート野岸の丘 新津 薫氏

＊この研修会は「佐久地域定住自立圏形成協定」に基づいて実施します。
お問合せ・お申込み先：町民課 環境保健係
電話 0267－88－8407 有線 2311（内線225）

笑いが止まらない２つのジャンボ！！
「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロウィンジャンボミニ」が、
10月11日㈬から全国で２種類同時発売されます！
オータムジャンボから衣替え！ハロウィンジャンボ宝くじは、１等・前後賞合わせて５億円！

１等 ３億円×10本

本
前後賞各 １億円×20

本
２等 1,000万円×20
※当せん本数は発売総額300億円・10ユニットの場合。

たくさん当たる！ハロウィンジャンボミニが新登場！今回のミニは１等の前後賞つき！

本
１等 3,000万円×40

×80本
前後賞各 1,000万円

２等 50万円×400本
※当せん本数は発売総額120億円・４ユニットの場合。

・発売期間 10月11日㈬～10月31日㈫ ・抽せん日 11月９日㈭ ・支払開始日 11月14日㈫
この宝くじの収益金は、市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。
収益金は長野県の販売実績により配分されますので、長野県内の宝くじ売り場でお買い求めください。
広報たてしな 2017年10月 10

第63号

ここ何年、異常気象により、夏

の暑さの中で楽しむという機会は

少なくなってきてしまったように

感じます。九州では豪雨による土

砂災害により、命まで奪われてし

まう被害もあり、自然の脅威を感

じました。最近では東京でも 年ぶりの

ですが、 月頃まで平年より暑い日が

夏になってしまいましたね。

たい盛りの子ども達には何とも言えない

屋内で過ごすことが多いので、動き回り

く、外に出て遊ぶなんてことは出来ずに

かと言って、日中はそこまで涼しくは無

陽気で更に頭を悩ませてしまいました。

お盆を迎えると朝夕は寒いと感じる程の

ましたが、７月下旬より雨続きになり、

労し今年は猛暑になると腹をくくってい

ら暑さが厳しく、子どもの体温調整に苦

れ、初めての夏を迎えました。５月頃か

私事ですが、昨年の秋に子どもが生ま

ね。

きく、経済的に心配されているようです

してしまい、レジャー施設への影響が大

猛暑になると言われていたのに拍子抜け

長雨、信州よりも涼しい日々が続いて、

40

とっては農作物の生育が心配されますね。

実りの秋を無事迎えられるよう、皆様

Ｙ・Ｔ

も体には気を付けてくださいませ。
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風見鶏

続くのでは言われているそうです。立科に

10

TEL 0267−88−8417
●編集：館報編集委員会
●発行：立科町公民館

「秋映」［写真提供：蓼科写真クラブ］

分館対抗球技大会
８月27日㈰、澄み渡る青空の下、分館対抗球技大会が開催されました。今年で男子ソフト
ボールは28回・女子バレーボールは42回を迎え、どの試合も緊張感のある白熱した試合を繰り
広げていました。選手をはじめ関係者の皆さん、大変お疲れ様でした。
大会結果は次のとおりです。

■ソフトボール

優 勝 町分館

準優勝 桐原連合分館
三 位 野方分館
〃

茂田井分館

■バレーボール

優 勝 町分館

準優勝 牛鹿連合分館
三 位 藤沢連合分館
〃

野方分館

館 報 立 科 2017年10月 12

８月 日㈰、小学生男女混合ディスク
チーム）
・中学生男女混合ソ

準優勝 町Ｂ

準優勝 山部連合
三 位 野方Ａ

三 位 シーフードミックスお好み焼き
〃 牛鹿Ａ



新成人おめでとう
成人式を迎えて

矢ヶ崎 諒介

準を示して答えられる人はいないでしょう。

理想の大人像を持ちながら、それに如

何に近づくことができるかが答えを導き

長をはじめ、来賓の皆様からの祝福や激

を信じて行かなければいけない。教わる

小説家の武者小路実篤の言葉に「自分

出す手段であると私は考えます。

励の言葉をいただき、新成人になった喜

ものは遠慮なく教わるがいいが、自分の

その中で「大人とは何か」と問われる

私は現在、大学で教育学を学んでいます。

他者から多くを学び続けながらも、自分

に私は理想の大人像を見出すとともに、

ればいけない。
」とあります。この言葉

頭と眼だけは自分のものにしておかなけ

ことがありますが、この問いに明確な基

く感じています。

びを噛みしめるとともに、その責任を強

成人式という節目の日を迎え、米村町

名）参加のもと開催されました。

人福祉センターに於て新成人 名（対象

平成 年度立科町成人式が８月 日老
15

フトバレーボール（ チーム）を立科中

学校及び体育センターにて開催しました。

チームのみんなと力を合わせ、懸命にプ

（茂田井）
野方Ｂ
〃

の信念をしっかりと持つ大人になりたい

と思います。
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レーしている姿、大きな声で応援してい

優 勝 野方Ａ


優 勝 山部Ａ

53

13

る子ども達の元気な姿が印象的でした。

大会結果は次のとおりです。

29

20

■ソフトバレーボール
■ディスクドッヂ

89

20

ドッヂ（

少年スポーツ大会

夏休みキッズ体験教室 （小中学校の児童生徒を対象に夏休み中に公民館で開催した行事を紹介します）
８月11日㈮ 科学実験～びっくり超低温マジックショー～

長野高専の出前授業「サイエンス・ツアー」を利用して−196℃と超低温の液体窒素を使ったサイエンスマジックショーを
体験。−196℃と超低温の液体窒素に手を入れたりするマジックのほか、液体窒素で花やマシュマロを凍らせたりしました。
凍らせたマシュマロを子どもたちがおいしそうに食べていました。

今年は、夏らしくサマーリースを作りました。はさみや接着剤を使いながら、世界にひとつだけのリース作りを楽しみました。

８月17日㈮ フラワーアレンジメント教室

俊一

分 館 紹 介

虎御前分館長 片桐

虎御前分館の紹介


虎御前分館の一年間の活動の状況を紹介させて

藤沢分館の紹介

藤沢分館長 市川

町民まつり「立科えんでこ」にも分館が中心とな

お願いし地区内のゴミ拾い等を行います。８月の

月の立科町を美しくする日には各戸１名の参加を

に開催しています。

会を立科中学校グラウンドを会場

月 日に班対抗のソフトボール大

公民館事業として毎年お盆の８

せていただきます。

藤沢分館の事業について紹介さ

昇治

藤沢
分館

り参加しております。年々参加者が少なくなって

いただきます。先ず、５月のゴミ０運動の日と７

虎御前
分館

ます。昨年は 歳以上の 名に参加いただき今年

恒例行事として、毎年「敬老の日」を行っており

他の分館ではあまり行っていないと思う当分館の

おりますが踊り連にも参加しました。９月には、

間で勝敗を決めます。

試合は５回戦または 分の試合時

めて、今年で 回目を迎えました。

お盆にソフトボールを開催し始

15

は 名の参加を見込んでおります。当地区におい

と最近は蟹原分館の１班をあわせ

チームは藤沢分館内の５つの班

50

31

ても高齢化の進んでいることが覗われます。又、

37

た６班によるトーナメント戦で戦

70

人権学習会は参加率が高く毎年 名程の参加があ

立科町文化展に虎御前が誇る画伯片桐昭先生とケ

11

若い人を中心

たいと思います。

ての交流をこれからも続けていき

藤沢分館では、スポーツを通じ

は、トロフィーが授与されます。

にチームをつく

が、今年から初めての冬のスポーツとして始まり、

２月に行われます「ふらばーるバレー大会」です

イ先生夫妻の作品を出展していただいております。 で盛りあがります。優勝した班に

それぞれの班が一致団結するの

り人権問題について学習をしております。 月は、 います。

30

41

きました。

介させていただ

活動の状況を紹

ます。以上分館

ども行っており

り花壇の整備な

のほか有志によ

と思います。こ

年も頑張りたい

１負でしたが来

り出場し、１勝

第90回 記念 春陽展 片桐アキラ
「風の組曲・逃走するお化け達」
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公民館生涯学習講座「立科すずらん学級」
◆第１回すずらん学級
知らないと大損するハンコの話＆ハンコづくり体験

平成29年度第１回すずらん学級を５月26日に開講しました。
今年度のすずらん学級は、日常生活に役立つ内容を取り入れています。
今回は、日常生活で利用する機会の多いハンコ（印鑑）について学び、
講師の鈴木昭男先生（松本市鈴木印刻店主）から、契約書等の書類に押
すハンコの押し方や捨印の意味、実印として印鑑登録できる印鑑やお手
入れの方法について学びました。
その後、受講者一人ひとりが巴林石に自分の名前のひらがな一文字を
彫る落款印づくりを体験しました。
ちなみにこの印鑑は銀行印としても使えるとのことでした。

◆第２回すずらん学級 ゲートボール大会

６月２日、すずらん学級ゲートボール大会が、町ゲートボール連盟
の皆さんに運営のご協力をいただき、権現山運動公園屋内運動場に於
いて開催されました。
近年、ゲートボールの愛好家は減少傾向にあり、今年は４チームの
参加となりました。選手は70歳代後半から93歳までの高齢の方でした

が、ボールを打つ姿や駆け引きなど元気いっぱいの大会となりました。
試合結果

優勝 茂田井B

準優勝 茂田井C

◆第３回すずらん学級 研修旅行「竜王マウンテンパークと志賀高原の旅」

三位 茂田井A

第３回すずらん学級は、昨年に引き続き気軽に登山を楽しむ内容で７月28日に実施しました。
当日は、台風等の影響により曇り空でしたが、標高差600m、世界最大級166人乗りの竜王ロープウェイに乗り、
話題の展望テラス「ソラテラス」
、約150種類もの高山植物を観察できる山野草ガーデンなどを散策しました。
ソラテラスでは、時折雲の間から黒姫山や中野市街地を望むことができ、山野草ガーデンでは、コマクサやヤナギ
ラン、幻の花「ヒマラヤンブルー」を観察しました。
この「ヒマラヤンブルー」と言われるヒマラヤの青いケシには、参加者全員とても感激していました。
その後、昼食を取り、バスは横手山や白根山を眺める志賀草津高原ルート（国道292号）を進みました。渋峠から
草津を抜けるまでは、雨と霧で車窓からの景色を楽しめなかった
ものの、嬬恋村に着く頃には、陽も差して広大なキャベツ畑を眺
めつつ、鳥居峠を経由して公民館に到着しました。
陽気なガイドさんのおかげで車内は盛り上がり、研修旅行を終
えました。
また、今回は定員30名の募集に対し40名近い参加をいただきま
した。
今後もすずらん学級にご期待ください。

今後の予定

上田地域定住自立圏連携事業 小野明子ヴァイオリンコンサートin立科町
日 時：平成29年12月13日㈬ 19：00開演（18：30開場）※19：45終演予定
場 所：立科町中央公民館 大会議室
内 容：上田市（サントミューゼ）と立科町の共催によるコンサート。
国際的に活躍するヴァイオリニストの演奏を、身近な会場でお楽しみください。
プログラム エルガー ：愛のあいさつ
サラサーテ：チゴイネルワイゼン ほか
料 金：全席自由500円（中学生以下無料。未就学児入場可）
※当日券のみ。会場でお求めください。
出 演：小野明子（ヴァイオリン）
、伊東晶子（ピアノ）
お問合せは、サントミューゼ 電話 0268－27－2000まで
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絵本をたくさん積んだキャラバンカーの見学＆おはなし会

本とあそぼう 全国訪問おはなし隊

が立科町にやってくる！

平成 年度公民館女性部の研
29

た。
研修場所は、新潟県長岡市の

国営越後丘陵公園と寺泊岬温泉

で、町内７分館 名の参加をい

ただきました。

も 度を超えて暑くなりました。

当日は天候にも恵まれ、気温

50

朝７時 分に中央公民館を出

32

発し 時 分に越後丘陵公園に到着しました。

40 30

昼食は寺泊岬温泉に移動し、
「ホテル飛鳥」の海鮮料理

てくれた他、バラ園などを見学しました。

当日は、アジサイが見ごろを迎えており、目を楽しませ

のバラやラベンダーなど様々な花木が植栽されています。

最大級の公園で、１万株のアジサイをはじめ、２千４百株

この公園は総面積が約４００ヘクタールの日本海側では

10

有線4000）にお申込みをお願
公民館（88－8417
いします。

修旅行が７月９日に行われまし

公民館女性部研修旅行
を味わいながら、交流を深めました。

午後は、寺泊漁港近くで海産
物の買い物を楽しみました。
皆さん蟹や魚などを発砲スチ

公民館では、文化活動の発表の場として

文化展を開催します。

文化展では、町内の創作グループや、友

好都市である神奈川県愛川町の皆さんの作

品などが多数出品される予定です。是非会

場へお出かけください。

また、日頃の活動の成果を発表する良い

機会ですので、多くの皆さんの出品をお待

時

月３日㈮～５日㈰

ちしています。

■日

午前
 ９時～午後６時 
（５日は午後３時まで）

所 中央公民館 全館

願いします。

央公民館へ直接お申込みをお

■出品申込 各分
 館長へご連絡ください。
創作グループの皆さんは、中

■場

11

ロールの箱に詰め、たくさんの

作品
募集

第45回 文化展開催

お土産を買い込んでいました。
夕方６時 分に無事公民館に到

お願いします。

企画をしますので大勢の参加を

年度も喜んでいただけるような

できて良かったと思います。来

参加者同士の交流や情報交換が

り、少し窮屈ではありましたが、

今回はバス１台での研修とな

着し解散しました。

30

11月25日㈯ 午前10時30分～
日 時

キャラバンカーの見学 午前10時30分～11時
おはなし会
午前11時５分～11時35分
場 所 中央公民館駐車場＆視聴覚室
参加費 無料

申込み期間 11月１日㈬〜24日㈮
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図書室だより
新着図書

返却期限は守りましょう。本の予約待ちをしている人も

お願い いますので借りた本は期限内に返却をお願いします。

たまちゃんの
おつかい便

さかなクンの一魚一会

ハリネズミの願い

まいにち夢中な人生！

トーン・テレヘン／著
長山さき／訳（新潮社）

森沢 明夫／著
（実業之日本社）

さかなクン／著（講談社）
お魚好きの男の子が、どうやっ
て「さかなクン」になったのか？
さかなクン初の自叙伝。

世界一孤独なハリネズミ
の、世界一愛おしい物語

田舎町で「買い物弱者」
を救うため、移動販売を
はじめた珠美のお仕事成
長小説。

あるかしら書店

ヨシタケシンスケ／著（ポプラ社）

寄贈者（敬称略）

「ちょっとヘンな本ってあるかしら？」
「こんな本、
あったらいいな」が詰まった、最高に楽しい妄想
書店！ヨシタケシンスケが描く、大人向け絵本。

たくさん寄贈していただき、ありがと
うございました。紙面にてお礼にかえ
させていただきます。

うつヌケ うつトンネルを抜けた人たち
田中 圭一／著（KADOKAWA）

〔本〕 山田 繁 〔蓼科〕

他 匿名

うつ病について実体験から知識を学べ、かつ悩みを分
かち合い勇気づけられるドキュメンタリーコミック。

年間貸し出しランキング（2016.8～2017.7貸し出し）
一般書
１位
２位
３位
３位
５位
５位

コンビニ人間
希望荘
羊と鋼の森

橋を渡る
海の見える理髪店
ツバキ文具店

（村田 沙耶香／著 文藝春秋）
（宮部 みゆき／著 小学館）
（宮下 奈都／著 文藝春秋）
（吉田 修一／著 文藝春秋）
（荻原 浩／著 集英社）
（小川 糸／著 幻冬舎）

絵本・児童書
１位

１位
３位

３位
５位
５位

たべものがいっぱい
（やなせたかし／原作 フレーベル館）
ぐるぐるカレー
（矢野 アケミ／作 アリス館）
のりものいろいろかくれんぼ
（いしかわ こうじ／作・絵 ポプラ社）
おばけでんしゃ
（内田 麟太郎／文 童心社）
ぼくのトイレ （鈴木 のりたけ／作・絵 PHP研究所）
しかけのないしかけえほん
（のぞみ／さく 幻冬舎）

「図書室は私の師匠」

お知らせ

「ちゅうりっぷの会」による

乳幼児のためのおはなし会
日時 10月25日㈬ 午前10時30分～
場所 中央公民館 視聴覚室
対象 乳幼児
大型絵本、パネルシアターなど、親子でお楽しみください！

図書室利用案内
開室時間
●月曜日～土曜日
午前９時30分～午後６時（土曜日は午後５時）
●日曜・祭日
午後１時～午後５時
＊お一人 ５冊まで（新刊本、雑誌は４冊まで）
２週間借りられます

様
利用者
から

中村 豊（桐原）

入室したら、私はまず新刊コーナーに向かう。自伝・小説・歴史書・人生訓など、スッと目に留まった本を手にとり
ページをめくる。ここで買いたいと思っていた本に出会えた日は「おっ、同じ興味を持った方がリクエストしてくれた
のだな」と心の中でニヤリとする。
室内のレイアウトもお気に入りだ。職員の方々の、子どもさんや絵本に対する愛情が感じられ、こちらまで幸せな気
分になる。大勢の方々の善意の寄付による沢山の本の中から掘り出しものを見つけるのも又、図書室通いの楽しみだ。
しかし、私が図書室に通う一番の理由は他にある。
定年退職した後、私は農作物作りに取り組んでいるがそうそう甘いものではない。日々、悪戦苦闘している。そんな
時、答えを求めて「現代農業」などの本を読み漁る。試行錯誤をしながら、なんとか口に入れる物ができる嬉しさを味
わっている。私の師匠“図書室”のお陰だ。師匠のイスは、年を重ねた人間には少々固く、ゆっくり対話し得ないのが
いささか残念。いつか年配にやさしい席ができたなら、もっとのんびりと私の師匠と共に過ごしたいと思う。

17 館 報 立 科 2017年10月

リレー回想
私の稲ワラ考

ある、犬伏薬師寺や、親子の密談の様子

牛小屋の天井までも積み上げて、飼料を
はじめ堆肥などとして大切にしました。
それが今は、ビニール、プラスチック、
ポリエチレンに変わり稲ワラの出番が無
くなりました。化学製品は清潔で便利で
すが稲ワラの様な温も
りを感じない気がしま
す。古い人間の独りよ
がりでしょうか…。
今年も、たんぼの稲
が黄ばんできましたの
でいろいろな作品をイ
メージしながらワラ細
工用のワ
ラを刈り
取ろうか
と考えて
いる今日
この頃で
す。
秋には五無斎ゆかりの地を訪ねて─長
野市方面─を計画（ 月 日㈮参加費無
料）
周りの皆さまには暖かいご支援をいた
だき感謝申し上げます。
「立科の五無斎」
から「日本の五無斎」目指しこれからも
会を運営
してまい
りたいと
思います。

編集後記

今年は、梅雨の時期に雨が少ない

「空梅雨」でしたが、梅雨が明ける

と一転、雨の日が続きじめじめとし

た天気に悩まされました。

し か し、 今 年 の 分 館 対 抗 ソ フ ト

ボール大会は、晴天にも恵まれ、４

年ぶりの開催となりました。

当然の事ながら等しく年を重ねる

中で、選手の動きからは、体の衰え

よりも円熟味を増したプレーが随所

にあらわれていました。

成人式では、今年、 名が大人の

仲間入りをしました。

いですね。



Ｊ・Ｉ

築いていける人になってくれるとい

いつまでも続く関係を自分自身で

深さを感じました。

先生もおられ、教師と生徒との絆の

編集して成人式用に持って来られた

くださった先生、当時の学級通信を

お盆の予定を取りやめて参加して

さったことに驚きました。

代の恩師が６名も足を運んでくだ

成人を祝うために小学校・中学校時

念撮影などいつもの光景ですが、新

久しぶりに会う友人との歓談や記

89

六川 昌幸 （西塩沢）

を飾りました。
この催しも皆さんの素晴らしい作品に
よりとても盛会でした。
そして、今年は昭和の初めのころの田
舎の暮らしを表現することにして、馬耕
する人、代掻きや鍬で耕す人、下肥を担
ぐ人、乳母車、牛運送、足ふみ鋤などジ
オラマ風にコルクボード２枚に並べ「温
故知新」の題名で出展したところ、まず
まずの評価をいただいたので自己満足し
ました。この作品を制作していた２月は、
陽だまりの縁側で、妻も縄ないをして玉
にまるめて２個ほど作るなど手伝ってく
れました。昭和初期の冬は毎日がワラ仕
事で、機械で蚕縄をない、俵を作り、ム
シロ、ネコ編、草鞋や蚕のコスなど、そ
の当時の身の回りの用具はワラで作った
ものがほとんどでした。毎年脱穀が終わ
るとワラは、雨に濡れないうちに納屋や
この二年間様々な取り組みを行ってき
ましたが、今年の内容を簡単にご報告す
ると次のようになります。
・石の
 観察会（ヒスイの話、五無斎に関
わる石の話）
「信濃公論」に学ぶ（五無斎発行の週
・


刊新聞、町作成の復刻版があります。
）
・講演
 会（井出孫六氏、２００名を超え
る方にご参加いただきました。五無斎
に関わるパネルを作成、会場に展示）
・小学
 校に自然観察のすすめ（昆虫・石）
・五無
 斎狂歌カルタ作成にむけて（狂歌
に合わせて絵を作成。協力佐久教育会）

20

昨年の冬、西塩沢の有志 数人で「ぶ
らりｓｈｉｎｄｅｎまち歩き」と銘打っ
た会が立ち上がりました。オープンガー
デン、絵画、写真、吊るし雛、手芸品な
ど展示する催しで、私はワラ馬細工を出
展することにしました。昨年は、ＮＨＫ
の大河ドラマ「真田丸」が放映されてい
たので、私の作品は真田の騎馬軍団と決
めました。騎馬を 数騎作ったころから
騎馬や武将に動きをつけて、陣奥には真
田３人の大将を据えて、その前面に六文
銭赤旗騎馬軍団を 騎並べて仕上げまし
た。その他、真田親子の重要な出来事で

クラブ訪問

村田 長年 （西塩沢）

五無斎保科百助研究会

10

研究会は２年前の４月に発足しました。
会の目的は①五無斎についての勉強会②
五無斎に関する資料の保護・保存、整理
と活用③五無斎に関する講演・講座の企
画運営④近づいている五無斎生誕１５０
周年記念企画など

10

10

30
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人権が尊重される社会

人 権 だより

教育委員会
人権センター（社会教育人権政策係）

障がいのある人と人権
私たちは、誰もが人間として尊重され、人間らしく幸福に生きる権利を生まれながらにして持っています。それは、
性別や年齢、国籍などの違いに関わらず保障されています。障がいのある・なしも関係ありません。平成 28年４月
には，
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
（障害者差別解消法）が施行されました。障がいのある人
もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指して、一人ひとりが人権につ
いて改めて考え、行動していくことが大切です。
⑴ 障がいがあることは特別なことではない
 病気や怪我などで障がいが残る可能性は誰にでもあります。また、程度の差はあっても、年齢を重ねることで体
の機能が低下し何らかの障がいが現れることもあります。誰にとっても、障がいとは身近なものであり、決して他
人事ではないのです。
⑵ 障がいは多種多様
 障がいの種類は様々であり、外見ではわからない場合や程度による違いもあります。一人ひとりの障がいは皆異
なっており、どのような配慮や支援が必要なのか、どのような能力が発揮できるのかは一人ひとり違います。
⑶ 自立や社会参加のための配慮と支援
 障がいがあったとしても、機能を補う福祉機器や、社会や周囲からの配慮と支援により、様々な活動をすること
ができます。仕事に就き、地域で自立した生活を送ることはもちろん、スポーツや芸術の分野で活躍することなど
も可能です。例えば、スロープやエレベーターがあれば、車椅子の人はどこへでも出かけられます。このような整
備をすることなどにより、障がいのある人はその能力を活かせるのです。

●私たち一人ひとりにできる配慮や工夫の例
⑴ 困っていそうな場面を見かけたら、
「何かお困りですか」と一声かけて、自分にできるお手伝いをしましょう。
⑵ 商品やサービスを提供する際には、障がいのある利用者もいることを考えて、どのような配慮が必要か聞いてみ
ましょう。
⑶ 「障がいがあるから」と決めつけず、それぞれの個性や能力を活用することを一緒に考えてみましょう。
現在、各地区で開催している分館人権学習会では、障がい者の人権について考える映像作品を題材にしております。
大勢のみなさんの参加をお願いします。
（開催会場、日時は広報たてしな９月号をご覧ください。
）
参考：
（財）人権教育啓発推進センター「障がいのある人と人権」より

小学生夏休み作品展
９月９日㈯、10日㈰の２日間、中央公民
館大会議室において、小学生夏休み作品展
が開催されました。
立科小学校の児童が夏休み中に取り組ん
だ自由工作や自由研究の作品が合計280点
展示され、多くの町民の皆様に鑑賞してい
ただくことができました。どの作品も個性
豊かで、力作・秀作の素晴らしい作品展と
なりました。
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教育委員会

●立科中学校／午後２時〜午後５時
電話 56−1076（呼）
・有線2251（呼）
●立科町児童館／
午前 11時40分〜午後１時30分
電話 56−0303（直通）
有線 8889（直通）

飯田高等学校２年の男子生徒が、上級生

校の教育実践に生かすための研修会が行

全員に配布され、各校で、
「提言」を自

され、県内の小・中学校、高校の先生方

く見守っていただきたいと存じます。

りのために、学校を温かく、時には厳し

てのびのびと学び、成長できる学校づく

ご理解をいただき、児童・生徒が安心し

平成４年１月 日の昼休み、長野県立
（応援団長Ａと、Ａに指示された４人の
われました。

「提言」の主な内容は、次の通りです。

きび

応援団員）に包丁で左背部及び大腿部な

「検証委員会」は、当時、この「提言」

じっ せん

どを刺され、出血死するというまことに

が、
「長野モデル」として、長野県下は
もちろん、全国の学校教育現場で実施さ

① 学校教育の場では、
「成功事例から
学 ぶ 」 と い う 姿 勢 だ け で は な く、

だい たい ぶ

痛ましい事件が起こりました。
長野県教育委員会は、このような、学

れることを願っていました。しかし、事

「失敗に学ぶ」という発想を大切に

が明らかに風化されており、その後、学

② 加害者である上級生Ａ（応援団長）
は、刺殺事件の８ヶ月前、暴力行為

く

校における取り返しのつかない事件を繰

件から四半世紀経った今、事件そのもの

し、不幸にして起こり得る事故や事

校で発生した重大事件においても、大混

によって登校禁止処分（２日）と反

た

り返さないために、
「飯田高等学校生徒

を 知 ら な い 先 生 方 が 増 え、 一 部 に は、

生徒が安心してのびのびと学び、成長で

乱に陥り、警察への通報を怠ったり、加

省を促す指導（３週間）を受けた。

ふ

刺殺事件検証委員会」
（以下、
「検証委員

きる学校づくり」と「不幸にして起こり

害児童・生徒に教職員が関わらず、放置

しかし、後日、
「自分は反省してい

件に誠実に対応する。
「提言」の基調にある「失敗に学ぶ姿勢」

得る事故や事件に対する学校の誠意ある

したりという事例があります。そのため、

なかった。
」と言い、異様な服装で、

ふう か

会」
）を設置し、平成 年３月、
「児童・

対応」のための「提言」をまとめました。

学校教育現場は、この「提言」にもう一

粗暴な行為を繰り返していた。指導

そして、この「提言」の内容は、主に

とが立ち直りの第一歩である。

い しゃ

しん とう

そ ぼう

うなが

と、同年５月、長野県総合教育センター

度光を当て、読み合わせをしたり、情報

が浸透していなかったのだ。加害生

数ページに及ぶ「提言」

で行われた毛利正道委員長（弁護士）か

や意見を交換したりして、すべての先生

徒が、被害者に心から謝ること（謝

Ａ４判用紙

らの報告と説明を受け、当時、中学校教

方が教師としてのご自分の心得や自戒と

罪・慰謝）ができるまで指導するこ
す

じ かい

育現場で相次ぐ生徒指導上の問題行動の

するべきかと存じます。
き じく

「提言」を学校運営の基軸に据えなけれ

学校教育現場に対するものですが、学校

③ 問題
 行動や犯罪行為を起こした生徒
には、特別な配慮が必要である。特
あ

ばならないと強く思いました。なぜなら、

（教職員）だけの問題とせず、ぜひ、子

はい じょ

「提言」には、学校教育の在るべき姿や

別な配慮とは、決して排除すること

こう てい

育て及び教育の大切なパートナーである
おちい

生徒指導の基本、被害者家族の支援、突

だけではなく、加害生徒が自己肯定

いだ

保護者の方にも承知をしていただきたい

じ そん

発的な重大事件が発生した際に学校が陥
かな

もう

れん

感（自尊感情）を抱けるようになる

あ

もと

ふく

と思います。学校と家庭との望ましい連

まで指導することである。
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けい

りがちな悪しき対応など、哀しく、苦し

携を実現するための大切な教訓が含まれ

④ 事件
 の発生を未然に防ぐためには、
日常的な生徒指導（情報収集・問題

み ぜん

い体験に基づいた数々の貴重な教訓が網

ているからです。

ら

そしてまた、学校に集うすべての方に

つど

羅されていたからです。

こころ え

対 応 に 振 り 回 さ れ て い た 老 生 は、 こ の

15

岩上起美男
立科町教育相談員
教頭先生へご連絡をお願いします。

10

20

年前、この「提言」は、 万部印刷
14

飯田高等学校生徒刺殺事件
検証委員会の「提言」に学ぶ
●立科小学校/午前９時〜午前11時30分
電話 56−3131（呼）
・有線2190（呼）

教育委員会

一緒に考えましょう！
シリーズ
月・水・金曜日
相談時間等

※予約をされる方は児童館または小・中学校の
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など）と保護者との信頼関係が大切

行動を起こした生徒への適切な指導

応について、少しでも落ち度や責任

び」をし、事件の発生とその後の対

生したこと自体について深く「お詫

者に対して、学校管理下で事件が発

して、加害児童・生徒に謝罪を促す指導

集、被害者・家族への誠意ある対応、そ

係機関への迅速な連絡・報告、情報の収

校長のリーダーシップと的確な判断、関

緊急事態発生時の、その場における学

その本質的な目的や意義、必要性は全く

氏の宇宙飛行士体験記事を拝読する限り、

内容及び方法、規模は違いますが、油井

当然、宇宙飛行士の訓練と教師の研修の

かし、非常に共通点が多いと思います。

一見、異なる営みのように見えます。し

と申しますのは、いずれも、いずれの

じん そく

である。
があれば、前述のように「謝罪」を

などが求められているのです。

⑤ （少
 年事件が起こると、ともすると
ひ
ぜ
被害者にも非があり、加害者にも是
する。

り

や理があるかのような無責任な報道

南佐久郡川上村出身の宇宙飛行士、油

職責を遂行するために不可欠な要件であ

した知識及び技能によって自信が芽生え、

同じではないか、と思われるのです。

⑨ 犯罪行為を起こし、補導された少年

の多くが、
「自分には、自分が問題

井亀美也氏が、次のような体験を語って

るからです。さらに、訓練や研修で習得

ほ どう

くない。
」という当たり前のことを
を起こしたことや補導されたことを

います。

や風評が飛び交うが、
）
「被害者は悪
当たり前と認識し、被害者の立場に
悲しむ人がいない。
」と言う。子ど

宇宙飛行士候補者になった直後は、宇

やさ

もの成長には、身近に厳しさと優し

へだ

その自信が緊急事態発生時の冷静沈着な

こわ

宙へ行くのは怖いと思っていた。窓を隔

対応と細やかな配慮につながるからです。

あわ

さを併せ持つ大人の存在が不可欠で

てた外側は、全く空気がない厳しい世界
であり、宇宙空間には、数百万の宇宙ご

く

を繰り返さないために、そして、児童・

みがピストルの弾の 倍に匹敵する速さ

学校における取り返しのつかない事件

ある。

きび

立って、親身に対応する。
めっ た

⑥ 学校
 における生徒刺殺事件は、滅多
どう てん
にない事件であり、教職員も動転し、
あわ

慌ててしまうのは致し方ないが、そ
い ぞく

のような状況でも、教職員は、被害

⑩ 学校
 は、児童・生徒にとって安全な
場であり、すべての児童・生徒の成

で移動しており、万一、その一つが宇宙

者や遺族が傷ついてしまう対応をし

長を促す場でなければならない。す

うなが

てしまうことを自覚し、根拠のない、

生徒が安心してのびのびと学び、成長で

は

ます。先生方の日々の研修（研鑽）は、

ち めい

ステーションに衝突すれば、致命的な破

変わっていた。心境の変化を生んだのは、

数々の厳しい訓練を乗り越えることに

しょうとつ

べての児童・生徒とは、問題行動を

る

きる学校づくりのために、先生方におか

ゆが

事実を歪めた発言によって、風説流

壊を引き起こす危険があるからだ。しか

れ ま し て は、 ぜ ひ と も、
「検証委員会」

厳しい訓練だ。６年にわたる数々の訓練

よって、幾つもの異常事態に的確に対処

かい

起こす児童・生徒も含まれる。教育

し、宇宙へ出発する直前には、
「宇宙へ

の「提言」に学んでいただきたいと存じ

りゅう い

は、この点において非常に厳しい仕

行くことは怖くない。
」という気持ちに

ふ

布を助長しないように留意する。

事であると受け止めるべきである。
さらに、
「提言」には、安全な勉学条

だ。船外活動、火災・減圧など緊急事態

し、宇宙飛行士の任務を全うした油井亀

けん さん

⑦ 「確
 かな事実」については、プライ
ほ ご
とく
バシーや人権（未成年者の保護・匿
めい

件を確保する責務（安全配慮義務責任）

への対処、宇宙船の操縦など、心身とも

美也氏のように、必ずや、不安や怖さを

名性など）に配慮してマスコミにも

のある学校長の責任と役割（学校長〈年

に鍛え上げ、必要な知識と技能を習得し

払拭し、自信を育むからです……。

わ

くん れん

⑧ 「お
 詫び」とは、学校の落ち度や配
う む
慮不足など、責任の有無に関係なく、

度当初、不在のときに、代わりにこの役

た。そして、厳しい訓練を乗り越えたこ

伝え、客観報道を求める。

学校管理下で事件及び事故が起こっ

割を果たす教職員を第５順位まで決めて

とが自信になった。

きた

た こ と に つ い て 謝 る こ と で あ る。

おく。
〉は、保護者への連絡担当者を指

あく

《参考》

19

のノート 宇宙を旅して 油井亀美也⑤」

そ ら

信濃毎日新聞（平成 年８月 日）
「思索

はぐく

「謝罪」とは、事実関係を正確に把

名し、その教職員が保護者と連絡を取っ
宇宙飛行士のこのような厳しい訓練と、

ふっ しょく

握し、非を明らかにし、今後の対応

たことを点検確認することなど）が、詳

「教育の専門家」である先生方の研修は、

29

は

及び指導を明確にした上で謝ること

しく示されています。

くわ

である。したがって、学校は、被害
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10

保育所入所希望児童の
申込み受付について

平成30年度

たてしな保育園

平成30年４月から保育所入所を希望する児童の申込み受付を行います。
★

入所できる児童

次の保育の必要な事由に該当する児童

●保育を必要とする事由
・就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅外の労働など、基本的にすべての就労を含む）
・妊娠、出産
・就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）など
★

入所申込期間及び提出先

●対象児童 平成30年４月から入所を希望する児童（４月以降の入所を予定している場合も提出ください。
）
●申込期間 11月１日㈬～11月24日㈮まで
●申込方法 「支給認定申請書兼施設利用申込書」を提出してください。
（お電話での申込はできません。
）
添付書類として「就労証明書」も提出してください。
申込書等は、たてしな保育園、教育委員会子育て教育係にあります。
●提 出 先 たてしな保育園・教育委員会子育て教育係
★

入所決定通知について

★

入所説明会及び体験入園について

●日
●場

平成30年１月上旬に通知いたします。

時 平成30年２月３日㈯
所 たてしな保育園
お問合せ先 たてしな保育園
電話 0267－56－0022 有線 2100
教育委員会子育て教育係 電話 0267－88－8415 有線 2311

ずくだ
す

・

!!

地域おこし協力隊

〝奔走中〟

日、 長 野 駅 で 開 催 さ れ た 信 州 デ ス

27

● 農業振興担当、中島貴宏です

８月

ティネーションキャンペーンの一環である「佐久

地区信州フェア」に参加し、長野駅を訪れたお客

様に特産品販売と観光案内を行いました。

当日は、南北佐久の自治体が参加し、多くの方

にブースに立ち寄っていただき大変好評でした。

当町は「たてしな屋」と「たてしなップル」が

出展し、自慢のサンふじを使ったリンゴジュース

やシードルなどを販売しました。このイベントで

県外の方にも長野県立科町を知ってもらえたと思

います。

● 移住・定住促進担当、浜野みゆきです

「ふるさと交流館芦田宿」において陶器のプ

レート作り、絵手紙、かご作りのワークショップ

やランチ会を開催しました。

今後の日程等詳細は有線放送、ふるさと交流館

設置のチラシをご確認の上、是非ご参加ください。

また講師の方も募集中です。現在も町の方々に

男性も大歓迎です！

特技を生かして講師役となって教えていただいて

います。お料理好きなお母さん、日曜大工が得意

なお父さん…等々、特別でなくていいんです！ご

自身の好きなこと、得意なことを是非！「教わり

ご応募、ご参加お待ちしています。

たい」という方にお伝えいただけませんか？

26

広報たてしな 2017年10月 22

10月・11月 行事予定
立科町児童館

教育委員会

こども未来館情報

皆さんのご来館をおまちしています
※都合により内容等が変更となる場合がありますので、ご承知おきください。
詳しくは毎月発行しております、
「なかよし広場だより」
（未就園児向け）
、
「じどうかんだより」
（小学生向け）をご覧ください。

なかよし広場

学習・スポーツ教室

11月 ２日（木）子育て講話

★対象：

10日（金）ちびっこ広場

就園前のお子さんと保護者
★時間：午前10時30分～

13日（月）人形劇

★日程及び内容

14日（火）うたとリトミック

★対象：小学生（登録児童のみ）
★場所と時間：
立科小学校 午後３時～５時
★日程：10月４日（水）
・11日（水）
・

の広場

10月19日（木）親子運動遊び

18日（水）
・25日（水）

20日（金）ちびっこ広場

16日（木）親子運動遊び

24日（火）たまご広場

17日（金）ちびっこ広場

27日（金）ちびっこ広場

21日（火）たまご広場

11月１日（水）
・22日（水）
・
29日（水）
★内容：学習アドバイザーの先生方に、宿
題や予習・復習等を教えていただ
きます。スポーツ教室は、学年の

わくわく教室

枠を越え、思いやりをもって、み
んなで仲良く楽しみましょう。

★対象及び時間：小学生 午後３時30分～
★日程及び内容：10月 ２日（月）コマ作り・遊び
16日（月）紙パチンコ作り

アートチャレンジ教室（要予約）

23日（月）グループホーム訪問
11月 ６日（月）落ち葉拾い

★対象：小学生（４年生～６年生）

13日（月）落ち葉で作品作り

★日時：10月28日（土）午前10時～

20日（月）ミニモップ作り

★内容：クラフトテープで犬のストラップ

27日（月）牛乳パックで箱作り

を作りましょう

文化伝承教室

茶道教室（要予約）

★対象及び時間：小学生 午後３時30分～
【囲 碁】★日程：10月 ５日（木）
・19日（木）

★対象：小学生

11月 ２日（木）
・16日（木）
【将 棋】★日程：10月12日（木）
・26日（木）

★日時：11月18日（土）午前10時～
11月９日（木）

★内容：茶道の礼儀作法を学びましょう

児童館事業の様子
なかよし広場
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ちびっこ広場（たなばた飾り）

放課後子ども教室

こども未来館／電話 0 2 6 7 − 5 6 − 0 2 4 8 有線 8 88 8

手話教室

権現の湯
から
お知らせ

第９回 「権現の湯まつり」
と「嬉聞耳地蔵尊の祭典」開催
いつも権現の湯をご利用いただき誠にありがとうございます。
権現の湯では、皆様の日頃のご利用に感謝し、次の日時に「権現
の湯まつり」と「嬉聞耳地蔵尊の祭典」を同時開催いたします。

当日は、皆さんに楽しんでいただけるイベントや沢山の景品が当たるゲーム大会、また、
嬉聞耳地蔵尊の祭典では、綿あめ、ポップコーンの無料進呈、更にお楽しみ抽選会など、
ともにお楽しみいただける企画をご用意し皆様のお越しをお待ちしています。
●開催日時 10月14日㈯ 午前10時～午後５時（権現の湯祭り）

午前 ９時～午後３時（嬉聞耳地蔵尊祭り）

カラオケ発表会開催のお知らせ
権現の湯「第２回カラオケ発表会」開催
カラオケを愛する皆さん、日頃の練習の成果を発表してみませんか。
●日
時 11月７日㈫ 午前11時～開会
●場
所 権現の湯カラオケルーム
●募集人員 先着40名様（定員になり次第締め切らせていただきます）
電話 56－0606

●参 加 料 無料（入館券は購入ください）
参加の応募等詳細は権現の湯までお問合せください。皆さんのご参加をお待ちしています。

９月・10月は「自動車点検整備推進運動」の強化月間です
自動車ユーザーの皆さんには、自動車の不具合による事故の防止や環境
保全を図ることを目的として、自動車の点検・整備の実施が義務付けられ
ています。
国土交通省では、自動車ユーザーによる保守管理推進のため「自動車点
検整備推進運動」を全国的に展開しています。
「クルマを大切にすること
は、人生も大切にすること」と考え、自動車の日常点検、定期点検整備を
確実に行いましょう。
点検整備の詳しい内容については、ホームページ（http://www.tenken-seibi.com）
、スマートフォン・携
帯電話（http://www.tenken-seibi.com/m/）をご覧ください。
点検整備ではじめよう 安心クルマ生活

北陸信越運輸局 長野運輸支局 電話 026－243－5525

お墓Q&A ◇各種ご質問にお答えしますので、お気軽にお問い合わせください。
㻽㻚 墓石の形にはどのような意味があるの？
㻭㻚 基本的には三つの石から構成されています。上から天の石、人の石、地の石と呼ばれ、
天の石は人間を表し寿命や健康を、人の石は動産を表し事業や金銭を、地の石は不動
産を表し財産や家を表しています。
墓石・記念碑・石工事一式

櫻井石材有限会社
長和町古町4459 （長門バイパス沿い）
☎0268-68-3859 FAX0268-68-4444
立科町では、地域経済の活性化を図るため、民間企業等の広告を有料で掲載しています。
《お問合せ先；総務課財政係》
広報たてしな 2017年10月 24

I N F O R M A T I O N

お知らせ
INFORMATION

第 回 歯の健康相談開催
について

INFORMATION

信州創業フェス開催について
県では、金融機関等と連携し、起業・
月

日㈰に松本

創業の魅力やノウハウを伝えるイベント
「信州創業フェス」を
市のＭウィングで開催します。
先輩起業家の体験談を聞くことができ
詳しくは、県庁創業・サービス産業振

る他、無料で専門家に相談できます。
一生自分の歯でおいしく食べられる様
興室、電話０２６─２３５─７１９４ま

本以上保とう）

INFORMATION

２ 食べ
 られるきのこの特徴をしっか
り覚える。

１ 知ら
 ないきのこは採らない、食べ
ない、売らない、人にあげない。

食中毒を防ぐために、

は秋に集中しています。

毎年、有毒きのこによる食中毒の発生

有毒きのこ食中毒に注意！

でお問合せください。

に、歯科医師会では８０２０運動（ 歳
になっても自分の歯を
を行っております。いつまでも食べる楽
しみと話す楽しみのある人生を送るには、
若い時からお口の健康に気を付けること
が重要です。これを機会に、皆さんもお
口の健康について考えてみませんか。是
月 日㈰

非お気軽に参加ください。
日時
午前 時～午後３時
場所 ツルヤ軽井沢店
内容 歯の検診、ブラッシング指導、
歯科相談、お口の中の細菌観察
相談料 無料

３ 「柄
 が縦に裂けるきのこは食べら
れる」などの誤った言い伝えや迷

TATESHINA
ATESHINA
A
A INFORMATION

地域 の
掲示板

TATESHINA INFORMATION

第３回 介護医療連携記念
講演会開催について

お問合せ先

事務局 村田 電話 ０２６７─５６─２８６８

TATESHINA INFORMATION

第 回 立科町商工祭
多来福祭り開催について

日時

月 日㈯ 午前９時～午後５時

月 日㈰ 午前９時～午後３時

場所 役場駐車場

内容 飲食 店 ／ 物 品 販 売 ／ ス テ ー ジ
ショー／もちつき／大抽選会ほか

日時
月８日㈰ 
午後１時 分～午後３時
場所 ハー
 トフルケアたてしな 
「すずらん」

ステージ出演

御泉水太鼓ジュニアチーム ほか

諏訪しおり（亜耶）歌謡ショー

演題 「認知症の人と暮らす」
講師 学校
 法人佐久学園 佐久大学・信
州短期大学部 学長堀内ふき 教授
聴講費 無料

お問合せ先

立科町商工会

電話 ０２６７─５６─１００４

お問合せ先
ハートフルケアたてしな

有線 ２６５２

職員人事異動

電話 ０２６７─５６─１９５５
TATESHINA INFORMATION

「五無斎保科百助ゆかりの
地を訪ねる」開催について
月 日㈮ 
日時

午前７時 分～午後４時 分
信を信じない。
などのポイントに注意しましょう。

集合場所 立科町役場駐車場

髙橋 枝利子

平成 年８月 日付（ ）内は旧職名・前所属
詳しくは、お近くの保健所または県庁

持ち物 昼食・飲み物など

◆退職職員

（教育委員会子育て教育係長）

31

お問合せ先
中山歯科クリニック
電話 ０２６７─３２─２０００

29 28

食品・生活衛生課、電話０２６─２３５

29

TATESHINA INFORMATION

25 広報たてしな 2017年10月
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参加費 ２００円（博物館入館料）

30

20

30

10

─７１５５までお問合せください。

20

10 29

10

10

40

10

ひよこ組…保育園での初めての夏祭り。
一生懸命作った、お魚さんの風鈴の前で
「ハイ、チーズ！」

たてしな保育園の
子どもたち

あひる組…「
かえるの体操
１、２、３！
のびて、ちぢ
」
んで、ジャン
プして、体を
すって楽しい
動
か
な！

年少組
“英語であそぼう”たのしかったね!!
ジェフ先生！ありがとう♡

年中組

“大きくなあれ”と毎日水やりをしたひまわり。台風の大風にも負けず大輪の花を咲かせてくれました。
ひまわりのような“きらきら”の笑顔でハイ！チーズ!!

年長組

小学校のプールに行ってきました。
大きいプールは深くて足が着くかドキドキした
けど、みんなで入れて楽しかったです。
また入れる日を楽しみにしていたいです。
広報たてしな 2017年10月 26

立科町の輝くニュース

フラッシュ NEWS

消 防力強化に向けて

外倉分団消防小型動力ポンプ更新

外倉分団の小型動力ポンプを更新しました。
今後も、さらに迅速な消防活動ができるよう訓練を積んでい
くとともに、予防消防・啓発活動を通じ、地域の安全・安心の
ため努めていきます。

第 11回 権現の湯マレットゴルフ大会開催
爽やかな秋晴れの下、９月
８日に第11回権現の湯マレッ
トゴルフ大会が開催され、94
名の参加者の皆さんがスポー
ツの秋を満喫し、権現の湯で
汗を流しました。
大会結果は次のとおりです。
男子の部 優 勝 宮沢政恒さん（町）

女子の部 優 勝 大内和子さん（軽井沢町）

準優勝 武井典雄さん（赤沢）

準優勝 山浦 操さん（宇山）

三 位 北沢義春さん（上田市）

三 位 荻原タマヨさん（赤沢）

白樺高原
便り
白樺高原総合観光センター

紅葉狩りにお出かけください
白樺高原ではいよいよ秋が
深まってきました。10月中旬か
ら下旬にかけては広葉樹の紅

葉が見頃を迎えます。10月中旬にはすばらしい紅葉が楽
しめそうです。
11月上旬にはカラマツの黄葉も見頃を迎えます。
哀愁漂う秋の白樺高原へぜひお出かけください。

27 広報たてしな 2017年10月
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10 月町民カレンダー
行

事

予

定

保

健

3

火

婦人科検診（子宮頚部細胞診）

4

水

婦人科検診（子宮頚部細胞診）

5

木

赤ちゃん相談室（２ヶ月の会 H29.7月生）

11 水

婦人科検診（子宮頚部細胞診）

10月の納税
●
●
●
●

町県民税（第３期）
国民健康保険税（第５期）
介護保険料：普通徴収（第７期）
後期高齢者医療保険料（第４期）

14 土 権現の湯まつり

広報 たてしな

15 日 第42回女神湖歩け歩け大会

各種相談日

22 日 第10回中山道ウォーキングinたてしな

●結婚情報センター相談会
10月８日㈰
午後１時30分～４時30分
場所：老人福祉センター 機能訓練室
 立科町社会福祉協議会
電話0267－56－1825

26 木

パパママ教室③

■発行／立科町
■編集／立科町広報編集委員会/電話0267-88-8403
〒384-2305 長野県北佐久郡立科町大字芦田2532番地

●無料法律相談
10月20日㈮
午後１時30分～４時30分
場所：老人福祉センター
相談員：土屋文男弁護士
浦野喜芳心配ごと相談員
 立科町社会福祉協議会
電話0267－56－1825

連絡先

立科町役場 電話 0267−56−2311（代表） 有線 2311
FAX 0267−56−2310
電話

有線

白樺高原総合観光センター 0267−55−6201
中央公民館（事務室）

0267−88−8417 4000

たてしな保育園

0267−56−0022 2100

こども未来館（児童館）0267−56−0248 8888
老人福祉センター

0267−56−1825 4091

立科温泉

0267−56−0606 4126

権現の湯

町のデータ８月

９月１日現在（８月31日届出まで）

人口
男
女
世帯数

気

7,363（－
3,645（±
3,718（－
2,849（－

象

平
均
最高極日
最低極日
降 水 量
降水量（1〜8月）
日照時間
気温

■ホームページ／URL http://www.town.tateshina.nagano.jp
■メールアドレス／ E-mail:info@town.tateshina.nagano.jp
■印刷／有限会社ヴィアン

人口

８月１日〜８月31日の状況

救急

3）
0）
3）
3）

（

出生
死亡
転入
転出

）内は前月比

2
5
10
10

今

年
最近10年間の平均
23.0℃
23.2℃
33.4℃／6日
35.5℃／H25
15.1℃／27日
12.8℃／H28
112.0mm
144.1mm
556.5mm
721.4mm
147.7時間
192.8時間

出動件数 年間累計

火災

発生件数 年間累計

地球環境保全のため、
植物油インキを使用
しています。

交通事故

5

26

建物火災

1

4

その他

51

310

その他

0

3

合計

56

336

合計

1

7

休日緊急当番医
1 日 栁澤医院
須江医院

● 午前９時〜午後５時
（歯科 午前９時〜正午）

立科町
小諸市
武重医院
小諸市
金澤病院
佐久市岩村田
植木歯科医院
軽井沢町
8 日 小諸南城クリニック 小諸市
小岩井整形外科
小諸市
坂戸クリニック
佐久市中込原
淺川歯科医院
小諸市
9 月 矢島医院
小諸市
東小諸クリニック 小諸市
小松耳鼻咽喉科クリニック 佐久市岩村田
てらお歯科医院
軽井沢町
15 日 岩下医院
立科町
うすだ医院
小諸市
佐々木医院
小諸市
てらおかクリニック 佐久市浅科
林歯科医院
小諸市
22 日 小諸厚生総合病院 小諸市
佐久市望月
川西赤十字病院
佐久市浅科
依田塩名田歯科
29 日 関医院
小諸市
鈴木医院
小諸市
都甲クリニック
佐久市三塚
ゆみ歯科医院
小諸市

0267－56－1045
0267－22－2060
0267－22－0171
0267－67－2048
0267－45－5291
0267－26－5222
0267－26－6788
0267－63－6323
0267－23－4050
0267－22－8148
0267－25－8104
0267－66－6300
0267－42－9123
0267－56－3908
0267－22－0483
0267－22－0503
0267－51－5222
0267－22－0152
0267－22－1070
0267－53－3011
0267－58－2135
0267－22－2205
0267－26－1212
0267－64－1050
0267－26－2580

緊急当番医については、予告なく変更される場合がありますので、有線
放送、新聞又は当番医に直接確認の上、受診してください。休日・夜間
における医療機関等の情報提供 ナビダイヤル 0 5 7 0 − 0 8 − 8 1 9 9
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