Iizuna Magazine

7
2022

No.199

笑顔も 心もつなぐ 全力の 運動会（牟礼小）
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飯綱町の世帯数 4,241世帯（＋11世帯） （ ）
内は前月比
飯綱町の人口 10,660人 （－9人）
令和４年５月31日現在

2015年3月
北しなの線牟礼駅開業、
駅前Ｐ＆Ｒ駐車場完成

2014年11月
神城断層地震
飯綱町で震度5弱を観測

2015年1月

110号

号
120

■特集では「まち・ひ
と・しごと創生 総
合戦略」の概要を紹介
し人口減少社会にお
ける未来の飯綱町に
ついて考えました。
■飯綱町誕生10周年記
念イベントの様子を
まちかどトピックス
で紹介。

２０１４年３月発行の１００号から
８年半の歩みを振り返ります

■まち塾回覧板では食育推進講座でむじな団子な
どの郷土食を子どもたちが調理する様子を取り
上げました。
■難しい行政情報をＱ＆Ａ方式でわかりやすく紹
介する「サム先生のやさしい行政ゼミ」。「時間
外保育料の一部無料化」について紹介しました。

2014年6月
だんどりの会が食育推進ボランティア
表彰
（内閣府特命担当大臣表彰）
される

2014年3月

100号

特集

「いいづな通信」２００号達成！

100
号

2017年流行語
「忖度」
「Ｊアラート」
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110
号

2014年流行語
「ダメよ～ダメダメ」
「集団的自衛権」
2015年流行語
「爆買い」
「一億総活躍社会」
2016年流行語
「神ってる」
「復興城主」

■
「飯綱町誕生から10年を迎える記念すべき年」
と新年のあいさつをした峯村町長。
■特集ではごみ減量化に向けた取り組みについて
紹介しました。
2017年6月
いいづなリゾートスキー場
完全民営化
2017年10月
峯 村 勝 盛 町 長2期 目 ス
タート

2017年7月

140号

号
130

号
140
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2016年11月
赤塩保育園が閉園
2016年12月
さみずっ子保育園竣工式

2015年11月
飯綱町PRキャラクター
「みつどん」お披露目
2016年3月
飯綱町観光協会
が牟礼駅に移転

2017年5月
飯綱町ワーク
センター開設

2016年9月

130号

2015年10月
飯綱町誕生10周年
りんごの里まつり開催

2015年11月

120号

■牟礼駅にやぎ駅長のロール
ちゃんが就任。
■しなの鉄道北しなの線の開
業1周年記念イベントを紹
介しました。
■特集では認知症になっても
住み慣れた地域で暮らし続
けられるための取り組みを
紹介し、理解を深めました。

■地方創生人材派遣制度によ
り総務省から派遣され、飯
綱町の活性化のためにご尽
力いただいた小澤勇人副町
長にこれまでの活動や町へ
の思いを語っていただきま
した。
■地域みんなで防災を考える
イベントを開催しました。

150
号

■2018年4月牟礼小学校、三
水小学校が開校し新たな歴
史の幕開けを特集しまし
た。
■子育てに関する情報を集約
した「こども子育て未来室
だより」がスタート。子育
てに関する手続きがワンス
トップで対応できるように
なりました。

2020年流行語
「3密」
「オンライン●●」

2019年流行語
「ONE TEAM」
「免許返納」

2019年8月
牟礼駅前夏祭り開催
2020年3月
飯綱町多世代交流施設
「メーラプラザ」完成

2020年1月

170号

■人生の最期をどこで迎えた
いかを考え、それを家族や
関係者に伝える「人生会議」
を特集しました。
■牟礼駅と観光地（地域交流
拠点）をつなぐ地域拠点バ
ス「ｉバスコネクト」の実証
運行開始を紹介しました。

■2021年1月からだんどりの
会が刊行した「食の風土記」の
単行本を基に、先人が培って
きた豊かな食文化と食の歴史
をまんがを通して伝える「ま
んが食の風土記」が、2020年
10月から飯綱町の重点目標
である「日本一のりんごの町」
を目指して、りんごに関する
情報を紹介する「りんごの魅
力、掘り起こし」がスタート。

2018年流行語
「そだねー」
「災害級の暑さ」

2018年9月
いいづなリゾートスキー場売却
2018年9月
飯綱中学校創立50周年
記念式典開催

2019年3月

160号

2018年3月
統合により町内の小学校4校
が閉校
2018年4月
牟礼小学校、三水小学校開校

2018年5月

150号

180
号

190
号

4

号
160

■ 2018年3月に閉校し
た旧牟礼西小学校、旧
三水第二小学校を新た
な地域の交流拠点とし
て活用するための方針
等を特集しました。
■しなの鉄道北しなの線
の利用促進を図るため
イベント列車の紹介を
しました。

号
170

■旧牟礼西小学校グラウンド
の跡地活用として「いいづ
なパルセイロフィールド
（飯綱町サッカー場）」の完
成を取り上げました。
■
「いいづな通信（第1号）」か
ら14年間連載を重ねてきた
「飯綱今昔物語」が2020年4
月号で休載しました。

2021年9月

2020年11月

190号

202

2年7

180号

月

今回の特集で紹介し
ました「いいづな通信」
をご覧になりたい方は、
こちらのＱＲコードか
らご覧いただけます。
↓

これからも多角的な視点からの企画編集に努め、住民の皆さんが知りた
いことや身近に感じられるような紙面構成にして、皆さんに親しんでいた
だけるような広報紙「いいづな通信」づくりを心がけてまいります。
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2021年4月
い い づ な コ ネ ク トWEST
オープン

2020年7月
い い づ な コ ネ ク トEAST
オープン

2020年5月
直売所「いいづなマルシェ
むーちゃん」オープン

2021年流行語
「リアル二刀流／
ショータイム」
「ジェンダー平等」

大事な投票、忘れずに！

第26回 参議院議員通常選挙のお知らせ
参議院議員通常選挙が次のとおり行われます。
国の未来を決める大切な一票を棄権することなく投票しましょう。

▼ 選挙の公示日
▼ 選 挙 期 日

令和４年６月22日（水）
令和４年７月10日（日）

●選挙期日、期日前投票の期間及び投票時間等
選

挙

期

日

期日前投票期間

７月10日（日）

６月23日（木）～７月９日（土）

投票時間

午前７時～午後８時

午前８時30分～午後８時

投 票 所

入場券に記載された各投票所

飯綱町役場 第２庁舎 ２階 会議室

日

程

※ 期日前投票で役場へご来場の際は、エレベーターをご利用ください。

●入場券
・入場券は、世帯毎に郵送されます。
・郵送された入場券は、選挙人毎に切り取り、投票時にお持ちください。
・なお、入場券を忘れても投票はできますが、受付にて本人確認をさせていただきます。

●期日前投票を積極的に利用しましょう！

６

23

木

７

９

土

・選挙当日、投票所での密を回避するため、積極的に期日前
投票を利用しましょう。また、仕事などの都合により投票
できない方は、期日前投票ができます。
・新型コロナウイルス感染症が懸念されることを理由とした
期日前投票もできます。
・投票する際は、
郵送される入場券に印刷されている
「宣誓書」
に必要事項を記入のうえ期日前投票所にお持ちください。

●投票所における新型コロナウイルス感染症対策について
・投票所では、事務従事者等のマスク、フェイスシールド及びゴム手袋の着用、アルコール消毒液の設置などの
感染対策を行います。
・選挙人の皆さんが投票所にお越しになる際は、以下についてご協力をお願いします。
▼ マスクの着用及びせきエチケットの徹底をお願いします。
▼ 来場前、帰宅後には手洗い・うがい・検温等の対策をお願いします。
▼ 入場時・退場時のアルコール消毒液による手指消毒をお願いします。
▼ 待機場所では、周りの方との間隔をあけてお待ちください。
▼ 混雑緩和のため、入場の調整を行う場合があります。ご理解願います。
▼ マイ鉛筆等の持参による投票も可能ですが、各投票所では使い捨て鉛筆を用意し
ていますのでご利用ください。

●選挙公報の配布
・選挙公報は７月１日（金）までに、新聞折込により配布します。
・新聞の購読をされていない方で選挙公報の郵送を希望される場合は、個別に郵送します。
ご希望の方は、選挙管理委員会（TEL253-2511）までご連絡ください。
・選挙公報は上記の配布方法のほか、役場第１庁舎、町民会館、福井団地簡易郵便局にも置いています。
○問合せ先

飯綱町選挙管理委員会事務局

電話：026-253-2511
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後期高齢者医療の窓口負担割合が見直されます
令和４年10月１日から、後期高齢者医療被保険者のうち、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合
が２割になります。負担割合は、被保険者の令和３年中の課税所得や収入額、世帯の課税状況をもとに世帯単位で
判定します。10月１日からお使いいただく新しい被保険者証（桃色）を９月末までに郵送しますのでご確認くだ
さい。
負担割合

※１

判定基準（世帯単位で判定）

１割

課税所得 28万円未満または住民税非課税世帯

２割

課税所得 28万円以上145万円未満 かつ
※２
年金収入＋その他合計所得金額が200万円以上

３割

課税所得 145万円以上

※１

※１

※１

※３

 税所得とは、住民税納税通知書の「課
課
税標準」の額を指します。
※２ 年金収入には、遺族年金や障害年金は含
みません。被保険者が２人以上の場合は、
「年金収入＋その他合計所得金額の合計
が320万円以上」となります。
※３ 旧ただし書き所得による基準や基準収入
額適用の要件を満たす場合、１割または
２割になるケースがあります。

●配慮措置
 施行日から３年間、２割負担となる方のうち、長期頻回受診患者等への配慮措置として、１か月の外来医療の
負担増加額が3,000円までに抑えられます。
例）１か月の総医療費50,000円の場合
窓口負担割合１割の時

①

5,000円

窓口負担割合２割の時

②

10,000円

負担額

③

（②－①）

窓口負担増の上限
払い戻し

④

（③―④）

5,000円
3,000円

※高額療養費を迅速かつ確実に支給するため、口座登
録がない方には登録用の高額療養費支給事前申請
書を後日郵送します。

2,000円

▶問合せ
〇窓口負担割合の見直しに関するお問合せは
住民環境課国保年金係（℡253-4762）又は長野県後期高齢者医療広域連合（℡026-229-5320）まで
〇今回の見直しの背景等に関するご質問は
厚生労働省コールセンター（℡0120-002-719）まで

保険証の更新について
毎年８月は後期高齢者医療被保険者証の更新時期です。７月末までに新しい被保険者証（緑色）を郵送します。
また、令和４年10月１日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直されるため、10月からお使いいただく被保険
者証（桃色）を９月末までにあらためて郵送します。医療機関や薬局を受診する際は、被保険者証の有効期限にご
注意ください。現在お使いの被保険者証（黄色）は、有効期限が過ぎましたら担当課にご返却いただくか、ご自身
で破棄してください。
郵送時期

被保険者証の色

有効期間

７月下旬

緑色

令和４年８月１日～９月30日

９月下旬

桃色

令和４年10月１日～令和５年７月31日
▶問合せ
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住民環境課

国保年金係

℡253-4762

5月28日（土） ・ 6月4日（土）
三水小・牟礼小

感染対策工夫を凝らした運動会

町内各小学校で運動会が開催されました。新型コロナウイルス感染防止のため、ここ数年は半日の開催で
すが、限られた時間や種目の中、子どもたちは日頃の練習の成果を発揮し、元気いっぱいの笑顔でグラウン
ドを駆けまわりました。

三水小学校 5月28日（土）

全力を出し切り

光り輝こう！

前日までの雨天により開催が心配されましたが、当日
は夏を思わせる晴天に恵まれました。
昨年まで、コロナ禍でつな引きなどの密になる種目は
実施されませんでしたが、今年は綱の本数を増やして人
数を分けるなどの感染防止対策により実施されました。
全校が心を一つにしてがんばりました。
▲６年生「ラスト・ラン

▲５年生「疾風迅雷」

▲３・４年生「サン・スー☆つな引き」

2022」

▲１・２年生「ダンシングたまいれ」

牟礼小学校 6月4日（土）

笑顔も

心もつなぐ

全力の

運動会！

恒例になった５・６年生のダンス＆組体操1人技。プ
ロのダンサーから指導を受け、休日にはタブレットを自
宅に持ち帰り練習を重ねてきました。運動会当日はダン
サーの皆さんも応援にきてくださり、かっこいいダンス
を披露しました。
子どもたちのキラキラ輝く笑顔がとても印象的でした。
▲３・４年生「牟礼小タイフーン」

▲１・２年生「お祭りドッキュン！」

▲５・６年生「Beats go on ！」
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5月20日（金）

飯綱町役場新庁舎竣工式典
令和4年3月に駐車場、外構等の全ての工事が
完了し、飯綱町役場新庁舎が完成しました。5
月20日は関係者の皆さまをお招きして、新庁舎
竣工式典を執り行いました。
庁舎建設にあたりご尽力いただきました関係
者の皆さまに、峯村町長から感謝状を贈呈しま
した。
人や自然にやさしく町民
に愛される新庁舎で、職員
一丸となって、これまで以
上に行政サービスの向上に

▲峯村町長式辞

努めてまいります。

峯村町長から感謝状の贈呈▶

6月3日（金）
年生最後の夏　 いざ出陣！　 飯綱中学校

3

運動部の3年生にとっては引退をかけた最後の
舞台、長水・北信大会に向けた壮行会が、飯綱
中学校の体育館で行われました。
新型コロナウイルス感染防止のため、1年生
は各教室からリモートでの参加となりました。
吹奏楽部の演奏が始まると、ユニフォームに
身を包んだ3年生の選手たちが入場してきまし
た。壇上に整列すると、
各部ごとに大会に向け
ての抱負と、今まで支
えてくれた先生や保護
者への感謝の気持ちを

▲「１秒でも長く、この仲間と全力で戦いたい！」と

伝えました。

気迫に満ちたあいさつをする選手たち

6月10日（金）

買い物や移動に課題を抱える住民を支援
町、凸版印刷株式会社、セブン-イレ
ブン三水普光寺店が協力し、高齢者が
オンラインで買い物できるサービスの
実証実験を行いました。カメラやマイ
クが付いたスマートグラスを装着した
▲タブレット端末を見て店員と会話を
する参加者

店員が、遠隔地の利用者から注文を受
けて商品を配達するサービスです。
この日は北川区の皆さんが実際に体
験しました。参加者からは「店員と話を

▲スマートグラスを装着して、遠隔地の高齢者に
商品の説明をする店員
▶注文した商品が届きました♪

9

しながら買い物ができるので、希望の
商品を安心して買うことができてよ
かった」と嬉しそうに話してくれました。

掲載してある写真データをご希望の方は、企画課へご連絡ください。（但し、ご本人に限ります。）

なつ

︱夏︱

あさ

くら

朝は

はげ

うし

の ら

か

で

ば

か

暗いうちから野良に出て
めしまえ し ご と

やま

飯前仕事に励む

おとこ しゅう

くわ

男衆は山へ牛の飼い葉刈り
おんな しゅう

女衆は桑きり

にっちゅう

よ

第

た

回

く さ と

︱ 夏負け防止の食生活 ︱
ぼん

て も と

み

し ご と

こ

ひ

はたら

やま

さらに田んぼのあぜ草刈りと

たいりょく

ゆうがた

おお

う

夕食のしたくは大きな子どもが引き受けてくれた

ゆうしょく

夕方は手元が見えなくなるまで働いていたため

体力の消耗も激しかった

はげ

日中は四つんばいになって
く さ と

か り と

しょうもう

お盆までにすませておく仕事は山ほどあり

た

あ

し ち が つ ちゅうじゅん

田の草取り

つ ゆ

こ む ぎ

梅雨の上がる七月中旬ごろは
おおむぎ

大麦、小麦の刈取りや
だっこく

脱穀などがつづき

10

原作・信州いいづな食の風土記（編集／発行・だんどりの会）
漫画・小林浩道
監修・だんどりの会
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ひ

じる

な つ ま

じる

ふせ

づ

夏負けを防ぐために
ひ

あぶらみ

おお

冷やし汁やぬか漬けのほか
あぶら

じょうず

し ひ

りょうり

油、または脂身の多いものと
や さ い

くじら

野菜を上手に料理した
とくに鯨の脂皮と
に も の

ナスやジャガイモなどの煮物で
たいりょく

に か い

げ ん き

体力をつけた

いちばん

ゆう

また一番の元気のもとは
あさ

や ぎ

ちち

朝と夕の二回ずつしぼる
山羊の乳だった

い な ほ

で

そうして

なつ ご

じょうぞく

稲穂が出そろい

せ ん ぞ

むか

お

夏蚕の上蔟 ※に追われるころ

まぶし

まゆ

冷や汁つくるから

氷・・・適宜
て き ぎ

こおり

て つ だ

く

冷やしただし汁・・・800㏄

じる
ひ

にんぶん
ざいりょう
かた
じる
ひ

手伝って

す

す

上蔟…十分成熟した蚕に繭を作らせるために蔟（=わら製の養蚕具）にいれること

じょうぞく

※

あいよ
み そ

味噌は擂るほどに

た

なめらかでおいしく

わ

なるからね

き

み そ

「木は割って炊け

ぼん

先祖を迎える

お盆がやってくる

11

味噌は擂って食え」
でしょ

味噌・・・大さじ４

おお
み そ

〈材料４人分〉

冷や汁のつくり方

きゅうり・・・１本
ぽん

みょうが・・・２個
こ

すりごま・・・少々

しょうしょう

まち 塾 回 覧 板

Vol.91

～ まちづくりの今を伝える情報コーナー ～

令和４年度「食の匠」育成講座の参加者を募集します！
町では、町独自の貴重な食文化や豊かな農産物などを、次世代に受け継いでいくことを目的に、郷土食及び食文化
を教える食のリーダーを育成する
「食の匠」育成講座を開催します。今年度は７月以降毎月１回程度、座学もしくは実習
により、飯綱町の食文化について学びます。
飯綱町の郷土食、農産物を中心とする食文化に興味をお持ちの方、学んでみたい方はぜひご参加ください。多くの
皆様のご参加をお待ちしています。

開催日時
・令和４年７月～令和５年３月の期間で、
全10回の講座を開催
・原則、毎月第３木曜日の14：00 ～ 16：00に開催
（都合により変更あり）

講座内容（予定）

＜箱膳体験の様子＞

月日

分類

1

7月7日

座学

2

7月28日

実習

3

8月18日

座学

4

9月15日

実習

「町の粉もん文化を学ぶ｣・粉もんパートⅠ
おやき・こねつけ

だんどりの会

5

未定
（10月）

座学

「飯綱町の自然 水と土地」（仮）
こめ・りんごがうまい訳

富樫館長

6

未定
（11月）

実習

7

12月15日

座学

8

1月19日

9

2月2日

実習

10

3月16日

実習

受講費用
無料

受講資格

内

容

講

食べごと曼荼羅
「飯綱町の食文化」・｢私達が伝えたい食べごと文化｣
「旬を味わう」
笹餅・冷汁

小山学芸員
黒柳博子さん
だんどりの会

食べごと曼荼羅
「自給力について」旬と栄養、地産地消、真土不二等

食育推進事業「箱膳で一汁三菜を食す」
ご飯の炊き方の移りかわり

宮本久子さん、
黒柳博子さん

小山学芸員
だんどりの会

「和食が危ない！どうしたら伝えられるか」
和食が日本文化である理由

実習 「箱膳で和食の基本を学ぶ」

宮本久子さん、
黒柳博子さん
だんどりの会

「寒さを生かす」・粉もんパートⅡ
凍み大根づくり そば打ち、大根そば、そばがき
まとめ
米のウエイビングマップ作り、やしょうま

場所

師

だんどりの会
だんどりの会

申込期間

りんごパークセンター
（回により変更あり）

7/6(水)まで
※途中参加可

・飯綱町在住であること。
・食育に興味があり、講座の内容を含めて自らの体験を次世代に伝える意欲があること。
・できるだけ全講座に参加できること。（翌年度も同内容の講座を開催予定であるため、
参加できなかった回は翌年度に参加してください）

▶申込み・問合せ

飯綱町 産業観光課 農政係

℡ 253-4765
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夏の防火運動
７月

日（土）〜
８月 日（日）

◇夏の風物詩花火が…

・炭火 の 不 始 末
で山火事が起

◇楽しいバーベキューが…

火災事例を知り、火災を予防しよう

・ロケット花火が、近くの下草に
燃え移り出火した。

こった。

る火災が起きる恐れがあります。

この時季は花火や調理が原因とな
し、花火が

どを準備

花 火 か ら の 火 災 を 防 ぐ た め、
水バケツな

を負った。

に着火し火傷

び散って着衣

・花火の後始末が不十分で、ごみ
箱から出火した。

・着火 剤 を 炭 火
に継ぎ足した

ちょっとした不注意が火災につ

終わったら

際、 火 花 が 飛

ながりますので、以下の事例を参

必ず水につ

に引火し、火傷を負った。

残っていた冷却スプレーのガス

の火を点けた瞬間、自動車内に

後、タバコを吸おうとライター

・体を冷やすために自動車内で冷
却スプレーを体に吹き付けた

◇冷却スプレーが…

考に、火の取り扱いには十分注意

続け数時間後

落下し、燻り

・火のついた線
香が座布団に

・お供え物をおろす際にロウソク
の火が衣服に燃え移った。

◇仏壇のロウソクが…

ましょう。

けて消火し

マスク戸締り

「お出かけは

２０２２年度全国防火標語

します。

して、火災予防にご協力をお願い

夏 休 み や お 盆 の 帰 省 な ど に よ り、

様々な規制も緩和されつつある中、

新 型コロナウイルス感 染 症による

21

火の用心」

に発火した。

13

FAX253-4119

☎253-5119

鳥居川消防署

問合せ先

23

農業用ハウスの収れん火災にご注意を！

 農業用ハウスの屋根や天窓に溜まった水に太陽の光が当たると、レンズと

同じ作用が起こり、火災が発生するかもしれません。

定期的に水が溜まらないように排水しましょう。

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
４回目接種について
新型コロナウイルスワクチン「４回目接種」は、新型コロナウイルスにかかった場合の「重症化予防」を

目的として対象者を限定して実施します。
対 象 者

３回目接種から５か月以上経過した下記のいずれかに該当する方
◆60歳以上の方

＊接種日に60歳に到達している方

◆18歳以上59歳で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方（以
下基礎疾患を有する方等という）

接種するワクチン
接種場所

モデルナ社製またはファイザー社製

飯綱町健康管理センター（集団接種）またはかかりつけ医（受診先の医療機関が接種可能な
場合に限る）

◆60歳以上の方
３回目接種を終了された方に、下表の予定で接種券等を発送していきます。

接種を希望される方は、初回、３回目同様予約をしてから接種を受けてください。

接種券、 接種日程等の
案内通知が届く

電話予約またはインター
ネット予約する

接種券の発送と接種日のスケジュール（予定）
３回目接種を完了した日

接種券発送日

接種日

令和３年12月～ ２月28日

６月22日

７月12日開始

令和４年３月１日～３月 ９日

７月20日

８月上旬～

令和４年３月10日～３月12日

７月27日

８月中旬～

令和４年３月13日～３月20日

８月10日

８月下旬～

接種に行く

▼予 約の際には、必ず３回目の接種日
から５か月以上経過していることを確
認してください。
▼接 種券と一緒に送られている「予防
接種済証」の右上に接種可能な日を
記載してあります。
▼５か月以上経過していないと接種は受
けられません。

◆基礎疾患を有する方等
接種を希望される方は、事前に申請が必要です。【新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ】

のチラシを配布していますのでご覧ください。

初回接種・３回目接種について
接種実施期間は令和４年９月30日までの予定です。

７月以降も実施いたしますが、まだ接種がお済みでない方は、接種をご検討ください。

接種を希望される方は、町ワクチン接種予約センター（253－5092）へ日程等お問い合わせください。

なお、４回目接種の予約受付期間中は、電話が繋がりにくい可能性がありますので、ご了承ください。
＜お問い合わせ先＞

飯綱町

保健福祉課健康推進係

新型コロナウイルスワクチン接種対策室
（電話 ２５３-６８４１）
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くらしの情報

健 康 案 内 板
○国保特定健診・町民健診の個別健診を実施します
実施期間：令和4年7月1日～令和5年2月末日まで
持ち物：保険証、受診券、受診料金
 新たに健診を申し込まれる方は飯綱町健康管理セ
ンターへご連絡ください。
○肝炎ウイルス検査・前立腺がん検診の単独検診について
 下記のとおり実施します。ご希望の方は8月18日
（木）までに飯綱町健康管理センターへ電話でお申し
込みください。検診書類をお送りします。
検診内容

肝炎ウイルス検査

前立腺がん検診

血液を採りB型肝炎・C 血液を採り、血液中
型肝炎ウイルスに感染 のPSA（前立腺特異抗
していないか調べます 原）の値を調べます

対象者

40歳以上（昭和58年3 50歳以上の男性
月31日以前に生まれた （ 昭 和48年3月31日
方）で過去に一度も肝 以前に生まれた方）
炎ウイルス検査を受け
たことがない方

受診料

500円
500円
た だ し、 令 和4年4月1
日現在、40・45・50・
55・60・65・70歳の方
は無料

場所：飯綱病院
日程：9月12日（月）～ 30日
（金）の期間のうち、
平日診療日の14:00 ～ 16:00

▽その他
○定期健康相談
日時：7月22日（金） 9:30 ～ 11:30
場所：飯綱町健康管理センター
 7月19日（火）までに飯綱町健康管理センターへ予
約してください。
※来所の際は、マスクの着用と発熱（37.5℃以上）や
風邪症状がないか、体調の確認をお願いします。
○心の健康相談
日時：7月20日（水） 17:30 ～ 19:00
場所：飯綱町健康管理センター
 7月15日（金）までに飯綱町健康管理センターへ予
約してください。1人おおむね30分程度。精神保健
福祉士による個別相談です。
○断酒会
日程：7月6日、13日、20日、27日
（毎週水曜日）
時間：19:30 ～ 20:30
場所：メーラプラザ（地域交流室）

▽飯綱町健康管理センターのご案内
〒389-1211飯綱町大字牟礼2220
業務時間：平日8:30 ～ 17:15 （飯綱病院 東隣）
電話：253-6841 FAX：253-6840 有線6841
15

INFORMATION

▽母子保健
健診の受付時間等、詳細は通知にてお知らせします。
○乳児健診（場所：子育て支援センター）
期日：7月28日（木）
9 ～ 10か月

対

象

6 ～ 7か月

令和3年9月生

令和3年12月生

3 ～ 4か月

令和4年3月生

○1歳6か月児・3歳児健診
（場所：飯綱町健康管理センター）
期日：7月14日（木）
対

3歳児

1歳6か月児

象

平成31年1月～ 2月生
令和2年12月生

○心理相談（場所：飯綱町健康管理センター）
日時：7月20日（水） 9:00 ～ 16:00の間で、1人お
おむね1時間程度（事前予約制、個別相談）
 お子さんの発達に関するご相談（運動や言葉の発
達での心配事、行動面での心配事など）に、臨床心理
士が応じます。7月14日（木）までに飯綱町健康管理
センターへ予約してください。
○おっぱい教室（場所：子育て支援センター）
日時：7月8日（金） 13:15 ～ 16:30
対象：授乳中、卒乳を考えているお母さん。要予約(初
回優先）で個別相談です（1人30分程度）。
○お子さんの定期健康相談（場所：子育て支援センター）
日時：7月1日（金）、15日（金）
両日とも 9:30 ～ 11:00
（予約不要）
持ち物：母子手帳
 保健師と栄養士がご相談に応じます。身長・体重
測定もできます。
※来所の際は、マスクの着用と発熱（37.5℃以上）や
風邪症状がないか、体調の確認をお願いします。

▽各種健診（検診）のご案内
検診の詳細は、4月に各戸配布されている「令和4年
度飯綱町各種検診のご案内」をご覧ください。
○肺がん検診
容

検診車の中で胸部レントゲン撮影を行い
ます

対象者

40 ～ 64歳の方（昭和33年4月1日～昭和
58年3月31日生まれの方）

内

日

時 9月1日（木） 13:30 ～ 14:30

会

場 飯綱町りんごパークセンター

料

金 300円

 検診を希望される方は、8月12日（金）までに飯綱
町健康管理センターへ電話でお申し込みください。

INFORMATION

可燃ごみ5月分の委託収集量のお知らせ
令和4年5月の1か月間で、各集積所から収集した可
燃ごみの重量、基準年及び前年との比較は次のとおり
です。
今月

基準年

Ｒ4年
5月

Ｈ25年
差引量
5月分

141ｔ

193ｔ △52ｔ △27% 128ｔ

▶問合せ

住民環境課

前年

増・減

R3年
5月

生活環境係

差引量

増・減

13ｔ

10%

℡253-4762

野外焼却（野焼き）は法律により禁止されています
野外焼却（野焼き）とは、法律で認められた焼却設備
を使用しないで廃棄物（ごみ）を焼却することを言いま
す。例えば、ドラム缶や一斗缶での焼却、ブロックや
鉄板等で囲ったもの、地面で直接または穴を掘ったも
の、構造基準を満たさない焼却炉などでの焼却行為が
野外焼却にあたります。
このような野外焼却は法律により禁止されており、
野外焼却を行うと「5年以下の懲役もしくは1,000万円
以下の罰金、又はこの併科」が科せられます。家庭で
出たごみは少量でも絶対に焼却せずに、定められた日
にごみ集積所に出してください。
ただし、田畑でのあぜ草やわらの焼却（農業用マル
チ、温室シート等のプラスチック製品や家庭ごみを混
ぜては認められない）など野外焼却にも例外として認
められるものがありますが、近隣住民の迷惑にならな
いよう風向きや時間帯を考慮の上、焼却をするなどの
配慮をお願いします。また、火の粉の飛散による火災
の発生にも十分注意してください。皆さまのご理解を
お願いします。
▶問合せ 住民環境課 生活環境係 ℡253-4762

自衛官募集のお知らせ
【自衛官候補生】
▶概 要 自衛隊の第一線で能力と体力を一心に磨く
任期制自衛官
▶資 格 18歳以上33歳未満の者
▶受 付 年間を通じて行っています。
▶試験日 受付時にお知らせします。
【一般曹候補生第２回】
▶概 要 自衛隊の中核となる自衛官を目指す
▶資 格 18歳以上33歳未満の者
▶受 付 一般 7月1日～ 9月5日
▶試験日 1次：9月15日～ 18日のうち1日
2次：10月8日～ 23日のうち1日
▶問合せ 自衛隊長野地方協力本部
長野地域事務所 ℡235-6026

お知らせ
夜間延長窓口のお知らせ
通常の開庁時間に窓口にお越しいただけない方のた
め、毎週月曜日の夜間に一部の窓口を開設します。
▶7月の開設日 4日・11日・25日
▶時 間 17:15 ～ 19:00
▶場 所 会計係窓口・住民係窓口
▶取り扱い業務
【会計係】 ・税・料金等の納付
【住民係】
・住民票、戸籍謄抄本等、印鑑証明書の交付
・印鑑登録 ・所得課税証明書の交付
・マイナンバーカードの交付（予約がある場合のみ）
・マイナンバーカード電子証明書の更新
▶問合せ 税務会計課 会計係 ℡253-4768
住民環境課 住民係 ℡253-4762

マイナンバーカード申請のお手伝いをします（無料）
マイナンバーカードを希望する方へ、写真を撮って
カード申請のお手伝いをしています。個人番号カード
交付申請書（お持ちの方）及び身分証明書（免許証、保
険証等）をお持ちください。※所要時間約10分
▶場 所 住民環境課窓口、飯綱病院総合受付窓口
▶問合せ 住民環境課 住民係 ℡253-4762

飯綱町飲食店等応援チケットを販売します
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売り
上げが減少した町内飲食店及び宿泊事業者等を応援す
るため、4割お得な応援チケットを取扱店にて販売し
ます。
▶販売期間 7月1日（金）～ 10月31日
（月）
▶販売方法 町内の取扱店にて販売
▶購入限度 1人6冊まで（取扱店1店につき）
▶販売価格 1冊／ 3,000円（応援チケット500円の
10枚綴り、5,000円分使用できます）
▶使用方法 取扱店にはポスターを掲示します。お買
い上げいただいた店舗でご利用ください。
▶使用期間 7月1日（金）～ 10月31日
（月）
▶問合せ 産業観光課 商工観光係 ℡253-4765
飯綱町商工会 ℡253-3310
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飯綱病院

医師着任のお知らせ

6月から飯綱病院に新任医師が着任しました。

外科医師
和城 光庸 医師
（わしろ みつつね）

・専門：消化器、外科一般、指導医
・腹部疾患についてはご相談ください。

飯綱病院

集団健診の受入開始について

飯綱病院では、令和4年度から集団健診として、国
保特定健診・町民健診を6月、7月の水・木曜日に受
け入れを開始しました。早期発見・早期治療のために、
年1回健診を受けましょう。
また、総合健診・
個別検診等につい
ては、引き続き受
け付けております。
お申込み、お問い
合わせは、飯綱病
院健診管理室まで。
▶問合せ
飯綱病院 健診管理室 ℡253-2248

長野県ウクライナ避難民支援プロジェクトについて
長野県では、ウクライナ避難民を温かく受入れ、安
心して生活が送れるようサポートするとともに、今後、
長期化も見込まれる避難生活をフォローし、就労、就
学、生活全般にわたる更なる支援を実施するため、ク
ラウドファンディング型のふるさと信州寄付金を募集
します。
詳細は以下のURLからご確認ください。
https://www.furusato-tax.jp/gcf/1717
なお、飯綱町は、長野県と連携し避難民
支援に取り組んでいます。

人権相談所開設のお知らせ
長野人権擁護委員協議会と長野地方法務局では、特
設人権相談所を以下の日程で開設します。
いじめ・体罰など子どもに関する問題、セクハラ・
性差別などの問題、同和問題、高齢者・障がいのある
方に関する問題のほか、夫婦、親子など家庭に関する
悩みごとなど、日頃のお困りごとについて人権擁護委
員による相談を受けますので、お気軽にご相談くださ
い。相談は無料で、秘密は固く守られます。
▶日 時 7月12日（火） 10:00 ～ 15:30
▶場 所 メーラプラザ ホール
▶問合せ 住民環境課 住民係 ℡253-4762

福祉医療費受給者証の更新について
毎年8月1日に福祉医療費受給者証が更新となります。
現在お使いの受給者証は7月31日が有効期限です。7
月下旬までに新しい受給者証を郵送しますので、8月1
日以降の受診分から新しい受給者証を使用してくださ
い。現在お持ちの受給者証は、同封します返信用封筒
にて郵送いただくか、直接役場窓口へ返納をお願いし
ます。詳細については、同封のチラシをご覧ください。
▶対象者 資格区分が「障がい者（児）」、「ひとり親家
庭」等の方
※資格区分が「乳幼児・児童」の方は、高校卒業まで
有効期限があるため、現在の受給者証を引き続き
使用してください。
▶問合せ 保健福祉課 福祉係 ℡253-4764

国民健康保険被保険者証の更新について
現在ご使用中の国民健康保険被保険者証（被保険者
証）
【うぐいす色】は、7月31日が有効期限となります。
7月中旬以降に新しい被保険者証【藤色】を世帯主あて
にお送りします。
8月1日以降は新しい被保険者証【藤色】で医療機関や
薬局を受診してください。
現在お使いの被保険者証【うぐいす色】は、有効期限
後にご自身で破棄してください。
▶問合せ 住民環境課 国民年金係 ℡253-4762

給食調理員の募集について
飯綱町学校給食共同調理場では、学校給食の調理に
あたる「給食調理員」を引き続き募集しています。
詳しくは町ホームぺージをご覧いただく
か、学校給食係までお電話でお問い合わせ
ください。
▶募集人員 1名
▶問合せ 教育委員会 学校給食係 ℡253-3250
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弁護士による無料法律相談のお知らせ
法律問題等でお困りの方は、ぜひこの機会に弁護士
へご相談ください。相談は無料です（事前の電話予約
が必要）。なお、相談時間は1人20分以内で定員は6名
です。
▶日 時 7月28日（木） 13:30 ～ 15:30
▶場 所 飯綱町民会館 2階 会議室
▶予約受付 7月20日（水） 8:30 ～
（定員になり次第締切）
▶その他 相談の際は必ずマスクを着用し、体調がす
ぐれない場合は相談を控えてください（相
談取りやめの際は必ず連絡してください）。
▶問合せ・予約 総務課 総務係 ℡253-2511

税務署からのお知らせ
事業者の方向けに消費税のインボイス制度説明会を
次のとおり開催します。
▶会 場 長野税務署 別館2階会議室
▶日 時 8月22日（月）10:30 ～ 11:30、13:30 ～ 14:30
9月26日（月）10:30 ～ 11:30、13:30 ～ 14:30
▶定 員 各回20名（事前登録制）
▶その他 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況
等により説明会の開催を延期又は中止する
場合があります。来場にあたっては、公共
交通機関をご利用ください。
▶問合せ 長野税務署 法人課税第一部門
℡234-0111
（内線314）

「埋立ごみ」使い捨てライターの出し方について
ライターにガスが入った状態で出すと、パッカー車
内で火災事故の原因になることがあり大変危険です。
また、ゴミ収集に支障をきたす恐れがあります。
集積所に出す際は、必ずガスを完全に使い切り、指
定の埋め立て用ごみ袋に入れて出してください。ガス
抜きをする場合は、必ず火の気のないところで、正し
い方法で行ってください。
詳細については、飯綱町分別ガイドブッ
クをご覧ください。（一般社団法人日本喫
煙具協会HPを参照）
▶問合せ 住民環境課 生活環境係 ℡253-4762

市町村と県による協働電子図書館スタート
8月5日（金）よりパソコン・スマートフォンで読める
電子書籍の貸し出しが長野県全域でスタートします。
電子図書館を利用したい方は、住所所在地の図書館・
図書室での登録が必要になります。飯綱町は公民館図
書室で7月1日（金）より受け付けを開始します。
（飯綱
中学校図書館では受け付けられませんのでご注意くだ
さい。）
また、電子図書館利用登録には公民館図書室の利用
登録をされていることが前提になります。
電子図書の貸し出しは、1回につき1週間、2冊まで
です。
▶問合せ 飯綱町民会館 ℡253-6560

催

歴史ふれあい館からのお知らせ
星空観望会のご案内
天体観測室を使用しての夜の星空観望会は、感染症
対策として当面事前予約の定員制で実施します。ぜひ
お申し込みのうえご参加ください。
▶日 時 7月9日（土）・23日（土） 19:30 ～ 21:00
▶場 所 いいづな歴史ふれあい館 天体観測室
▶定 員 1回（10分間）3名×6回、18名まで
▶申込み 予約先着順。開催前日までに歴史ふれあい
館（℡253-6646）
まで
▶参加費 無料

ミニ企画展「小惑星りゅうぐう石粒レプリカ展示」
小惑星探査機『はやぶさ2』が持ち帰った「小惑星りゅ
うぐう」石粒の精密なレプリカ（複製品）を展示中です。
この機会にぜひご覧ください。
▶期 間 ～ 8月末まで（予定）
▶場 所 歴史ふれあい館3階展示室
▶観覧料 飯綱町民は無料
▶問合せ いいづな歴史ふれあい館 ℡253-6646

し

心配ごと相談所の開設
毎日の生活のちょっとした困り事や悩み事について、
どなたでも気軽にご相談ください。相談は無料で秘密
は固く守られます。
▶日 時 7月12日（火） 13:30 ～ 15:30
▶場 所 メーラプラザ 相談室
▶相談員 民生・児童委員
※今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によって
は、中止となる場合があります。
▶問合せ 保健福祉課 福祉係 ℡253-4764

7月のおはなし会
▶日時・対象

▶場 所
▶問合せ

7月9日（土）、23日（土）
10:00 ～ 10:15（0歳～ 2歳）
10:20 ～ 11:20（3歳～小学校低学年）
飯綱町民会館 元気の館
飯綱町民会館 ℡253-6560
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地域活動支援センターからのお知らせ

アップルミュージアムからのお知らせ

飯綱町地域活動支援センターは、障がいのある人の
相談窓口です。また、余暇等を企画し地域での暮らし
が充実したものになるよう応援しているところです。
■「カフェ」
 みんなの交流の場。お茶を飲みながら会話を楽しみ
ます。
▶日 時 7月4日・11日（月） 15:30 ～ 16:30
■「いこい」
精神に障がいのある方の社会復帰に向けての支援や
余暇活動の支援（おやつ作りやカラオケなど）をしてい
ます。
▶日 時 毎週火曜日 13:30 ～ 15:30
■「余暇企画（わたしのじかん）」
障がいのある方の余暇活動を支援（クラフト、カラ
オケ、温泉など）
▶日 時 毎週木曜日 15:30 ～ 16:30
※内容など詳細は下記へ問合せください。
▶開催場所・問合せ 飯綱町地域活動支援センター
（メーラプラザ内） ℡253-7519

立体絵の世界
アエリーのシャドーボックス工房作品展
▶期 間 6月7日（火）～ 7月24日
（日）
▶時 間 9:00 ～ 16:00 ※入場無料
▶休館日 月曜日
▶場 所 いいづなアップルミュージアム 企画展示室
▶内 容 シャドーボックスは、絵や写真など２Dの
紙を切り、幾枚と重ねて３Dの立体的な額絵にする
アートです。作品は重厚感と立体感により、まるで
額の中の小さな世界へと引き込まれるようです。ど
うぞ、数々の魅惑的な作品をご鑑賞ください。
▶ワークショップ
 以下の日程でシャドーボックスを体験できるワー
クショップを開催します。ふるってご参加ください。
○7月2日（土）
10:00 ～ 15:00 参加費600円
○7月24日（日） 1回目10:00 ～、2回目14:00 ～
参加費2,500円、定員4名

納税日のお知らせ
8月1日（月）は納税日です
今月の町税及び各種料金の納期限は、現金払い、口
座振替ともに8月1日（月）です。口座振替をご利用の方
は前日までに残高の確認をお願いします。
▶町税・各種料金は次のとおりです。
固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高
齢者保険料、保育料（時間外含む）、一時保育料、園
バス使用料、学童保育料、学校給食費、緊急通報装
置使用料、住宅使用料
▶問合せ 各担当まで
※みずほ銀行窓口における町税や保険料、水道料金な
どの公金に関する納付書の取扱いは、令和5年3月
31日で終了します。

▶お願い

▶問合せ

 館の際は、新型コロナウイルス感染症予
入
防対策に伴う対応へのご協力をお願いいた
します。
いいづなアップルミュージアム
℡253-1071

中学校図書館から開館日のお知らせ
8月

7月

【平日開館】
16:30 ～ 20:00 【休日開館】
9:00 ～ 19:00 【平日開館】
16:30 ～ 20:00 【休日開館】
9:00 ～ 19:00
23日（火）～ 26日（金）
30日（火）、31日（水）

2日（火）～ 7日
（日）
9日（火）～ 14日（日）
16日（火）～ 21日（日）
、28日（日）
27日（土）

1日（金）
5日（火）～ 8日（金）
12日（火）～ 15日（金）
20日（水）～ 22日（金）

2日（土）、 3日（日）
9日（土）、10日（日）
16日（土）～ 18日（月）
23日（土）、24日（日）
26日（火）～ 31日（日）

※上記以外は閉館日です。新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる可能性があります。
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電話でお金の話が出たら

それは詐欺
オレオレ詐欺のように電話を連絡手段とした詐欺被害が急増しています。

令和4年5月末時点で、長野県内の電話でお金詐欺（特殊詐欺）被害認知件数は85件あり、そのうち電

話を連絡手段とした被害は83件（97.6％）でした。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、給付金や還付金、融資保証金等の新たなニセ電話詐欺が発生し

ていますが、犯人と会話さえしなければ、だまされることはありません。おかしいと思ったら、すぐに
電話を切って家族や警察に相談しましょう。

電話機で防犯対策

～相手を確認しましょう～

電話に出ると犯人の話術にだまされてしまうので、相手を確認するために「電話
対策」を実施して、犯人の電話をブロックしましょう。

●在宅時も留守番電話の実施
●迷惑電話防止機器の活用
●ナンバーディスプレイ機能の活用
●非通知着信拒否設定の活用
サイトを見て
手口を知ろう！
電話でお金詐欺防止キャラクター
「ピィじいさん」

長野県警察ホームページ
特殊詐欺啓発動画

特殊詐欺被害防止漫画
「ピィじいさんとサギ」

「あなたの街のサギ防止優良店」に認定
セブンイ-レブン三水普光寺店の女性店員が、来店し
た60代の男性が高額の電子マネーを購入しようとした
ため、使途を確認したところ架空料金請求詐欺を疑い、
警察に通報して被害を未然に防ぎました。
令和4年6月3日に長野中央警察署からセブン-イレブ
ン三水普光寺店に感謝状が贈呈され、
「あなたの街のサ
ギ防止優良店」に認定されました。
吉澤オーナーは、
「地域の安心安全を守るため、これ
からも従業員と共に、詐欺防止に取り組んでまいりた
いと思います」と話しました。

■問合せ

長野中央警察署生活安全第一課

℡026-244-0110
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暑い夏は

熱中症を予防しましょう！
熱中症とは、暑い環境で体温の調整ができなくなった状態で、めまいや吐き気、頭痛、失神等様々な

症状をきたし、最悪の場合は死に至る疾患です。誰でもなる可能性があり、運動中だけでなく、室内で
も起こります。日頃からしっかり予防するようにしましょう。

熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される場合には、次の点に注意しましょう。

○外出はできるだけ控え、暑さを避けま
しょう
・熱中症を予防するためには暑さを避けること
が重要です。
・昼夜を問わず、エアコン等を使用して部屋の
温度を調整しましょう。
・不要不急の外出はできるだけ避けましょう。

○熱中症のリスクが高い方に声かけをし
ましょう
・高齢者、子ども、持病のある方等は熱中症に
なりやすい方々です。身近な方から、夜間を
含むエアコンの使用やこまめな水分補給等を
行うよう、声をかけましょう。

○外での運動は、原則、中止／延期をし
ましょう
・身の回りの暑さ指数（WBGT）に応じて屋外
やエアコン等が設置されていない屋内での運
動は、原則、中止や延期をしましょう。

○普段以上に「熱中症予防行動」を実践
しましょう
・のどが渇く前にこまめに水分を補給しましょう。
（1日あたり1.2Lが目安）
・屋外で人と十分な距離（2メートル以上）を確
保できる場合は適宜マスクをはずしましょう。
・涼しい服装にしましょう。

※暑さ指数とは、気温、湿度、輻射熱（日差し等）からなる熱中症の
危険性を示す指標で、
「危険」
「厳重警戒」
「警戒」
「注意」
「ほぼ安全」
の5段階があります。段階ごとに熱中症を予防するための生活や運
動の目安が示されていますので、日常生活の参考にしましょう。

詳細は、下記サイトをご活用ください。
・環境省熱中症予防情報サイト
https://www.wbgt.env.go.jp
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■問合せ

総

務

課

保健福祉課

危機管理室
健康推進係

℡253-2511
℡253-6841
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こども子育て未来室だより
飯綱町教育委員会（こども保育係・子育て支援係）℡253-4769
飯綱町子育て世代支援施設（子育て支援センター ℡253-8853 ワークセンター ℡217-1339）

令和４年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外）の支給について
新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の
影響を受け、低所得の子育て世帯の家計は悪化しています。そこで、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けた低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特
別給付金」が支給されることとなりました。
１．支給対象者
①②の両方に当てはまる方（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）
① 令和４年３月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合､20歳未満)を養育する保護者

{

■令和４年度住民税（均等割）が非課税の方

②

または

■令和４年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※住民税非課税の方が主な対象となります。申告がまだの方は住民税の申告をしてください。

２．支 給 額

児童一人当たり 一律５万円

３．給付金の支給手続き
■申請不要で受け取れる方
 令和４年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給していて住民税非課税の方は、手当を支給し
ている口座に振り込みますので手続き不要です。詳しくは対象になる方に直接郵送でお知らせします。
■申請が必要な方
高校生のみ養育している方、または新型コロナウイルスの影響で収入が急変した方
 給付金を受け取るには申請が必要です。申請書類は教育委員会に用意してあるほか、
町ホームページに掲載していますので、ご記入いただき教育委員会にご提出ください。
申請期限は令和５年２月28日になります。

※詳しくは町ホームペー
ジをご覧ください。

※ひとり親世帯で公的年金受給者と新型コロナウイルスの影響により収入が急変した方の申請は７月11日から受付ます。

問合せ：教育委員会 子育て支援係

みつどんのお家１周年記念「ファミリーコンサート」 素敵なコンサートになりました！
6月４日（土）に、飯綱町民会館ホールでファミリーコンサートを開催しました。その様子を少しだけ
紹介します。

参加した皆さんからは「とても楽しかった」
「また開催して欲しい」などの感想が寄せられました。
問合せ：子育て支援センター
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No.151
地域校紹介

今年度も元気に！「地域密着型」高校

北 部 高 校

名を迎え、令和４年度

地域との連携を深めて
新入生
の北部高校が始動しました。これ
まで同様「地域密着型高校」とし
て、地域の皆様のご支援のもと、学
びを進めていきます。
年目に入った「地域授業（総

合的な探究の時間）
」の中心は、飯
綱町特産のりんごの栽培と加工で

生徒が「おいしく食べてもらえて

の が う か が え ま す。 今 後 も こ う し

で見聞きしたことで感じ取ったも

ごく伝わってきた」といった、「生」

町を良くしようとする気持ちがす

ました。生徒の感想からは「飯綱

も大変有意義な学習の時間となり

務 局 の 方 の ご 協 力 の も と、 ど ち ら

学 習 を 行 い ま し た。 役 場 や 議 会 事

飯綱町議会の一般質問を傍聴する

だきました。また、６月初旬には、

題と施策についてお話をしていた

き、本年度の飯綱町の重点的な課

沿道から大きな拍手を送られてい

マ ン ス を 披 露 し、 御 開 帳 で 賑 わ う

な部員数ながら迫力あるパフォー

マンス」に参加しました。わずか

れた「ながの高校生書道パフォー

大型連休中に善光寺表参道で行わ

文化系の部活動では、書道部が

会に進出することができました。

て柔道部は県代表として北信越大

から弓道部が県大会に進出、そし

がそれぞれ健闘しました。その中

高校総体において運動系部活動

す。１年生が１年間かけて、様々

うれしいです」と笑顔で対応しま

な方からご指導をいただき取り組

ました。

本年度は、三水小学校３年生の

いきたいと考えています。

た 取 り 組 み を 進 め、 学 習 を 深 め て

たジュース・ジャムなどは本校保

りんごに関する学習について、北

した。

護者などに販売し、毎年「おいし

部高校生が一部協力させていただ

みます。収穫したりんごや加工し

い」との好評をいただいています。

く計画が立てられています。この
他にも、様々な方々のご協力をい
ただき、地域に学ぶ場を提供して
いただいています。
本年度より３年生キャリアアッ
プコース地域創生系の生徒が履修
する学校設定科目「地域の課題探
究」が開講しました。従来の体験
的な「地域授業」の取り組みをふ
まえ、飯綱町の現状と課題につい
年間の学習の成果を、年度末に何

てより探究的に学ぶ科目です。１

昨年度収穫したりんごを加工し

また、生徒会の最大行事「北斗

の予定で計画しています。本年度

らかのかたちで公に示すことを目

生 徒 数 が 減 少 す る な か で も、 北

も北部高校をよろしくお願いいた

たジャムを、隣接する三水小学校

その学習の一環として、５月末

部高校生徒は元気に諸活動に取り

祭」を、７月９日（土）一般公開
たところ、北部高校までお礼に訪

には飯綱町出前講座を活用し、飯

少人数でも元気に活動
れてくれました。昨年度、栽培と

組んでいます。

します。

綱町企画課の方に来校していただ
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町では、町名の「いいづな」が国際的により正確な発音で
呼ばれるよう、パスポートに用いられるヘボン式ローマ字
表記を採用し「IIZUNA」と表記しています。
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「パンに付けて食べたらおいしかった」とのこ
とです。うれしいですね。

標としています。

摘花作業を行う１年生。今年もおいしいりんごが
収穫できるでしょうか。

の新入生に入学式でプレゼントし

パフォーマンスの作品を掲げる本校書道部。平和を祈る
メッセージが表現されています。

63

加工を担当した現在の２年生代表

飯綱町企画課の方のお話。本校生徒の率直な疑問にも
丁寧に答えていただきました。
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