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特集

今年初の観光協会イベント
町中の路地裏を歩きました

須坂市この１年

須坂市
この
年

２０２０年も残りわずかとなりました。今年は

日
日
日

▼消防出初式①
▼成人式
防災講演会を開催
須坂市長選挙

日 市内の小学校・中学校・特別支援学校が一
斉臨時休業（～卒業式前日）
日 動物園代表動物選挙でアカカンガルーの
「リ
ュウ」が代表動物に決定②
日

31

17

新型コロナウイルス感染拡大防止のためイベント

31

などが中止・縮小されました。

11

７日

39

皆さんにとって、今年はどんな１年でしたか？

日
日
日
日

▼須坂市生涯学習センター（旧須坂市中央
公民館）に改称し、同センター内に中央地
域公民館を新設
▼運転免許自主返納高齢者支援事業
長野県を含む７都道府県に対する緊急事態
宣言、これを受け市内の小学校・中学校・
特 別 支 援 学 校 が 日 午 後 か ら 臨 時 休校（～
５月 日）
、市の施設も 日から利用休止
長野圏域、松本圏域に新型コロナウイルス
感染症警戒宣言が長野県知事から発令
全国に緊急事態宣言
次亜塩素酸水の無料配布③
令和元年東日本台風の被害を受けた千曲川
河川敷内などの農地に堆積した土砂などの
撤去完了

13

４日 緊急事態宣言の延長
（～５月 日）
日 須高地域の医療を守ろう義援金の受付開始
日 長野県を含む 県の緊急事態宣を解除
日 「森上小学校ＰＴＡ東横町支部および子ど
も会 東横町老人クラブ
『東寿会』
」
が第 回
全国
「みどりの愛護」
功労者国土交通大臣表
彰を受賞④
日 特別定額給付金申請の受付開始
（～８月 日）
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１月
２月
３月
４月
５月

①666人が参加し厳粛に挙行されました。
④緑地推進の活動模範として評価を受けました。

1

須坂市の１年間の主な出来事を振り返ります。

②リュウが須坂市動物園の顔に。

③市内企業の協力で、皆さんに配布できました。

特集 須坂市この１年

⑤令和元年東日本台風に対する救助などの活動
をたたえられました。

⑧市政に尽力された22人、８団体を表彰しました。

⑥笠鉾巡行など一連の祇園祭が指定を受ける。

日

日
日

指定避難所の須坂温泉古城荘の耐震補強等
工事完了

信州須坂健康スムージーフェス２０２０
（～ 月３日）
須坂市総合防災訓練を規模縮小で実施

１日 須坂市消防団が令和２年防災功労者内閣総
理大臣表彰を受賞⑤
日 消防団救急用ボート取り扱いおよび操船訓練
日 「須坂祇園祭」が長野県無形民俗文化財に指
定⑥
１日

３日
４日

▼地域経済復興事業
「街ぶらすざか」
を実施
▼すざか乗り合いタクシーにＩＣカードを
導入
▼インフルエンザ予防接種助成対象の拡大
（～２０２１年１月 日）
ＮＨＫのど自慢予選会がメセナホールで開催
ＮＨＫのど自慢がメセナホールで公開生放
送⑦
歴史文化講座（講演会）「須田満親の生涯」
を
開催

36

日
１日

３日
日
日

▼プレミアム付商品券利用
（～２０２１年１月 日）
▼カピバラ温泉「華の湯」
（～２０２１年４月 日）
▼須坂市表彰式⑧
▼復興花火
（信州須坂・希望・絆の花火）
第 回須坂市消防団音楽隊定期演奏会を無
観客で実施
▼戦没者追悼式
▼第六次須坂市総合計画・前期基本計画の
答申を受領⑨

31

31
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７月 ６月
８月
９月
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⑦７カ月ぶりにＮＨＫのど自慢が再開、18 組が出場。
⑨総合計画審議会の会長遠藤守信信州大学特別特任教授
から第六次須坂市総合計画・前期基本計画の答申を受
けました。

須坂駅前ビル
「シルキー」
の１階に
複合機能施設を計画

須坂市は、須坂駅前ビル
「シルキー」
の１階に、子育

て支援センターを含めた複合機能施設の計画を検討し

働

学

そだてる

まじわる

はたらく

まなぶ

・４・

2020年12月号

ています。令和４年４月からの稼働に向けて、現在準

交

子ども課（☎０２６‐２４８‐９０２６）

備を進めています。
問合せ

育

須坂駅前ビル
「シルキー」
の１階に複合機能施設を計画

シルキー１階の 現 状
と提案
１９８６（昭和 ）年に須坂
駅前ビル「シルキー」が建築さ
れ、市の玄関口としてにぎわ
いをもたらしてきました。し
かし、近年は店舗の撤退によ
り、１階の大部分が閉鎖され
た状態が続き、にぎわい創出
を求める声が各方面から多数
寄せられていました。
一方で、子育て支援センタ
ーは、中央児童センターと併
設しているため、「施設が狭い」
「駐車場が少ない」「小学生が
同じ空間で遊ぶので危ない」
などの課題があり、利用者・
議会・現場職員など関係各所
から改善要望の声をいただい
ていました。

現在、シルキーに本社を有
育て支援センターを移転し、

が要望する子育て支援センタ

空間づくりの提案があり、市

もだれでも気軽に立ち寄れる

る場を目指します。

光客が立ち寄れ、市民も集え

また、市の玄関口として観

ながる機能を考えています。

する株式会社 Goolight
から、 さらに就労支援やワーケーシ
産官共創事業として、いつで ョン拠点、移住促進などにつ

ーなど複合機能施設を設置す
この提案を検討した結果、

ペース、コミュニティスペー

ターのほか、コワーキングス

具体的には子育て支援セン

市の課題を解決でき、さらに

ス、オープンスタジオやオー

る構想が示されました。

より良い子育て環境を提供で

プンキッチンなどの複合機能
なお、現在詳細について検

きる提案であることから、シ
ンターと就労支援施設を中心

討中ですので、今後変更する

施設を計画しています。

とした複合機能施設を開設す

可能性があります。

ルキーの１階に子育て支援セ

ることを検討しています。
なお、
子育て支援センターの
建物は、
中央児童センターとし
てそのまま残しますので、外
遊びやプール遊びなどこれま
でどおりご利用いただけます。

新しいコンセプトの
施設を
現在計画中の複合機能施設
は、新しいタイプの子育て支
援を中心とした複合機能が
入った施設を目指しています。
子育て支援として現在の子

※右の「シルキー」の１階のイメージ図は、エリアを正確に表
示するものではありません。また、
計画は現在検討中であり、
図のとおり完成するわけではありません。
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感染症対策

「新型コロナウイルス感染症」
・
「季節性
インフルエンザ」
の対策をしましょう

今年の冬は、新型コロナウ
イルス感染症と季節性インフ
ルエンザの流行期が重なるこ
とが想定されます。
皆さんの備えが必要です。

新型コロナウ イ ル ス 感 染 症

【感染防止のために守るべきこと】

「全ての場面でこれからも引
き続き守ってほしいこと」
とし

て次の項目が挙げられています。

▼基本はマスク着用や３密回
避。室内では定期的に換気を
行う
▼集まりは、少人数・短時間
で行う
▼大声を出さず、会話はでき

るだけ静かに行う
▼共用施設の清掃・消毒、
手洗
い・アルコール消毒を徹底する
〈参考〉「日本感染症学会提言
『今冬のインフルエンザと CO
‐ 19
』に備えて」、「 感 染 症
VID
予防接種ナビ」

季節性インフルエンザ

インフルエンザは例年、冬
から春先にかけて流行します。
度以上の発熱、頭痛、関節
痛などが主な症状で、潜伏期
間は１日から２日で比較的急
速に現れるのが特徴です。
今シーズンは、現在までは
全国的に感染者が少ない状況
です。

（
「感染症情報システム」
より）

38

インフルエンザによる市内の園・学校欠席者数

「場面３」
「場面４」
狭い空間での共同生活 マスクなしでの会話
「場面５」
居場所の切り替わり（仕事で
の休憩時間に入った時など）

は急速に世界中に広がりました。

11

「場面１」
飲酒を伴う懇親会など

された場所に共通するのは、
次の３つの条件（３つの密）が
同時に重なった場所です。
①換気の悪い密閉空間
②多くの人が密集していた
③近距離（互いに手を伸ばし
たら届く距離）で会話や発声
が行われた
こうした場所で、より多く
の人が感染したと考えられま
す。これら３つの条件が重 な
る 場 所 や 場 面 を で き る だ け避
ける行動をとりましょう。
【感染リスクが高まる５つの
場面】
月 日、新型コロナウイ
ルス感染症対策分科会より感
染リスクが高まる「５つの場
面」が提言されました。（右図）
23

２０１９年 月に中国湖北
省武漢にて発生した新型コロ
ナウイルス感染症（ COVID-19
）

【各国の状況】
ＷＨＯの発表によると、２
０２０年 月７日現在、世界
の患者数は約４７９３万人、
死亡者数は約１２２万人を数
えています。
【日本国内の状況】
厚生労働省によると 月５
日現在、日本国内での新型コ
ロナウイルス感染症の感染者
は 万３８３８例、その中で
入院治療などを要する者は６
８１５人です。
10

長野県の流行は、東京都な
ど首都圏の影響を受けやすく、
感染者が多発している地域と
の往来にあたっては、特に注
意が必要です。
【感染を拡げないために】
政府の新型コロナウイルス
感染症対策専門家会議による
と、これまで集団感染が確認

11

「場面２」
大人数や長時間に
およぶ飲食

10

12

山﨑善隆
目黒美紀

やまざきよしたか
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き

み

め ぐ ろ

県立信州医療センター 副院長 感染症センター長
同センター 感染制御部 感染管理認定看護師

【感染を拡げないために】
インフルエンザも感染力の
強いウイルスです。自分が感
染しない、人にうつさないた
めに、次のことを実践しまし
ょう。
▼体の抵抗力を高めるため、
十分な休養と栄養摂取を心が
けましょう
▼具合が悪くなったら会社や
学校などを早めに休みましょ
う。会社や学校などに無理を
して行くことが、感染症の流
行が始まる原因となります
▼医療機関を受診する際は直
接来院は避け、事前に医療機
関へ電話で相談しましょう。
感染症の場合、待合室で待っ
ている間に拡めてしまう可能
性があります
▼日本臨床内科医会は「ワク
チン接種は有効性が高い」と
しています。予防接種を検討
しましょう
▼咳やくしゃみのしぶきは約
１・５ｍ先まで拡散するので、
咳などが出るときはマスクを
して、マスクがないときは鼻・
口をティッシュや二の腕など
で覆い、他の人に顔を向けな
いようにしましょう。咳やく
しゃみを手で押さえてしまっ
たら、
すぐに手を洗うかアルコ
ールで手指消毒をしましょう
▼インフルエンザに感染した
方と接触した場合は、できる
だけ早く予防内服（インフル
エンザ薬を飲む）をしましょ
う。詳しくはかかりつけの病
院・診療所などに相談してく
ださい
▼喉を守るため ～ ％の湿
度を保ちましょう

発熱などの症状がある方
の相談方法などが変わり
ました
県では、季節性インフルエ
ンザの流行期に備え、発熱患
者などがかかりつけ医など地
域の医療機関に直接電話相談
のうえ、診療・検査を受けら
れる体制を整えました。
【相談・受診のポイント】
①まずは、電話でかかりつけ
医などに相談しましょう。

② かかりつけ医を持たない人、 ※県では診療・検査医療機関
を当面公表せず、地域の医療
土・日曜日、祝日、夜間など
機関をはじめとした関係者間
は
「受診・相談センター」へ 電
で情報を共有し、発熱患者な
話で相談しましょう。
どに、診療およびその他の対
③電話で案内された医療機関
応が可能な医療機関を紹介で
に電話で相談してから、必ず
きる体制を整えています。
マスクを着用の上、指示に従
※詳細は、左図の患者などの
って受診しましょう。
外来診療フロー図をご覧くだ
最寄の受診・相談センターの
さい。
連絡先
問合せ 長野保健所 健康づ
長野保健福祉事務所（長野保
くり支援課（☎０２６‐２２５
健所）（☎０２６‐２２５‐９３
‐９０３９）
０５）（ 時間対応）

2020年12月号

・７・

【こんなときは】
特に高齢者の方が、インフ
ルエンザ薬を飲むと一般的に
時間前後で熱が下がります
が、２～３日熱が下がらず咳
や痰が多くなった場合は、「肺
炎」も疑い、早めに医療機関
を受診しましょう。

長野保健所（026-225-9305）

60

〈参考〉
「首相官邸ホームペー
ジ」
、「厚生労働省インフルエン
ザ（総合ページ）インフルエン
ザＱ＆Ａ」
、「インフルエンザ施
設内感染予防の手引き 厚生労
働省健康局結核感染症課日本
医師会感染症危機管理対策室」

24

50

【須高地域の感染症情報】
最新情報を市ホームページ
「須高地域感染症情報」でお知
らせしていますので、活用し
てください。
※下記ＱＲコー
ドからもご覧い
ただけます。

季節性インフルエンザ流行期における
新たな相談・受診・検査の流れ
（イメージ）

25
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意見募集

政策推進課
（☎０２６‐２４８‐９０１７）

第二期長野地域スクラムビジョン
（案）
への意見を募集します
問合せ

▼電子メール… seisakusuis
hin@city.suzaka.nagano.jp
※電話や口頭によるご意見は
お受けできません。
【募集期間】
月 日㈮～２０２１年１月
日㈪
【意見の公表】
いただいたご意見に対する
反映状況などは、市ホームペ
ージおよび計画の閲覧場所で
お知らせします。（住所・氏名な
どの個人情報は公表しません）
※提出いただいたご意見など
に個別の回答はしません。

第二期長野地域連携中枢都 「意見・提案用紙」に記入の上、
市圏ビジョン（長野地域スク 次のいずれかの方法で提出し
ラムビジョン）を策定するに てください。（様式は市ホー
あたり、パブリックコメント ムページからもダウンロード
できます）
を実施します。
▼持参…政策推進課へ（本庁
ビジョン策定の趣旨
舎２階）
▼郵送…〒３８２‐８５１１
（住所不要）
長野地域連携中枢都市圏の 須坂市役所宛て
構成市町村（長野市、須坂市、 ▼ ファクシミリ…０２６‐２４
６‐０７５０ 政策推進課宛て
千曲市、坂城町、小布施町、
高山村、信濃町、小川村、飯
綱町）が、さまざまな地域の
課題に対し、合併によらずス
クラムを組んで取り組み、圏
域全体を活性化させることを
目的に策定するものです。

意見募集など

【閲覧場所】
▼市役所情報コーナー（本庁
舎２階政策推進課内）▼市ホ
ームページ
【意見の提出方法】
市役所情報コーナーにある
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身近で相談しやすい「かかりつけ医」、「かかりつ
け歯科医」、「かかりつけ薬局」を持ちましょう
みにくい薬を液剤にするこ
とや飲む回数を相談するこ
【かかりつけ歯科医とは】
とができます。
定期的に歯科健診を受け
外出が難しい高齢者など
るなど、歯の健康を守るた の自宅へ訪問して、薬の説
めに、いつでも気軽に相談 明や飲み残しの薬の確認と
できる歯科医師のことです。 いった在宅医療のサポート
在宅医療を受けていて歯 をしてもらえます。
医者へ行くのが難しい場合 ※かかりつけ薬局に行くと
にも、かかりつけ歯科医に きには、必ずお薬手帳を持
相談すると往診に応じても 参しましょう。薬剤師はこ
らえたり、訪問診療を行っ の手帳から、これまで処方
ている歯科医を紹介しても された薬の記録などを確認
らえます。
します。もしも災害が起こ
り避難することになったら
お薬手帳も忘れずに携帯し
ましょう。
（お薬手帳に関しては、広
報須坂２０２０年７月号
ページに関 連情報が載っ
て い ま す の で、ご 覧 く だ さ
い。）

【かかりつけ医とは】
日頃から患者の病歴や健
康状態など生活背景を把握
し、診療のほか患者やその
家族の健康管理のアドバイ
スなども相談できる身近な
医師のことです。
日頃の健康状態を把握し
ているかかりつけ医がいる
ことで、医療面で早めの対
応ができたり、自己判断に
よる受診控えによる重症化
などを防げます。
インフルエンザと新型コ
ロナウイルスが同時に流行
した場合など、自院も含め
どこで診療や検査が受け ら
れ る か 教 え て も ら え た り、
専門的な検査や治療が必要
になった場合にも、症状に
適した専門医療機関を紹介
してもらうことができます。

問合せ 地域医療福祉ネットワーク推進室（☎０２６‐２４８‐９１０１）

【かかりつけ薬局とは】
薬や健康のことなど患者
のニーズに沿った相談に応
じることのできる薬局のこ
とです。
飲み残しの薬の確認や引
き取り、重複している薬の
有無、最適な組み合わせな
どを教えてもらえたり、飲

12

健康だより

お酒を飲み過ぎていませんか
～アルコールとの上手な付き合い方～

今年は新型コロナウイルス
感染症の拡大で、私たちの生
活に大きな影響が出ています。
環境の変化や外出を控えてし
まい不自由さを感じるなどの
ストレスや緊張を、お酒で紛
らわせている方もいらっしゃ
ると思います。
次の項目に心当たりのある
方は、お酒との付き合い方を
見直してみませんか。
▼自宅で過ごす時間が増え、
お酒の量が増えた。
▼ 飲んでいる時間が長くなった。
▼記憶がなくなるまでお酒を
飲むことが増えた。
▼アルコール度数の高いお酒
を飲むようになった。
▼飲まないと眠れないことが
増えた。
（※）

■主なお酒の適量目安
（純アルコール量20g）

量が適量となります。
純アルコール量は、お酒 の
量
（㎖）×アルコール度数（５
％の場合０・０５）×アルコー
ル比重（ ）で計算されるアル
コール量です。

お酒の上手な飲み方

空腹時に飲酒すると、急速
にアルコールが吸収され、す
ぐに酔いが回ってしまいます。
食事を取りながらお酒を飲む
ことで、飲み過ぎの予防につ
な が り ま す。 自 分 に 合 っ た
ペースで、適正量を飲むこと
が大切です。
また、毎日お酒を飲み続け
ると肝臓に負担がかかってし
まいます。週に２日以上は休
肝日を作るようにしましょう。

お酒がもたらす危険

飲み過ぎが続くと、高血圧
や高尿酸血症といった身体の
不調だけでなく、心の不調や
社会的な問題を引き起こして
しまいます。
次の項目に当てはまること
はありませんか。
▼ 適量で止めようと思っても、
つい酔いつぶれるまで飲んで
しまう。
▼今日はお酒を飲まないと決
めていても、つい飲んでしま

う。
▼ 二日酔いで仕事を休んだり、
大事な約束を守れなかったこ
とがある。
▼嫌なことがあるとお酒で発
散する。
▼お酒が切れた時に、汗が出
たり、手が震えたり、イライ
ラすることがある。

当 て は ま る 項 目 が あ る 場 合、
お酒の飲み方を自分でコント
ロールできない、「アルコー
ル依存症」かもしれません。
このような状態になると心身
の健康を損なうばかりでなく、
家庭や仕事、生活にさまざま
な問題が起きてしまいます。
依存症は本人の意志の問題
ではなく、病的な症状として
捉えることが必要です。家族
や周囲の人たちだけで何とか
しようとするのではなく、精
神科、心療内科に相談するこ
とが大切です。
お 酒 の 飲 み 方 で 困 っ て い る、
身近な人がアルコール依存症
かもしれないなど、心配なこ
とがありましたら、保健セン
ターへご相談ください。

2020年12月号

・９・

ビール（アルコール度数５度）
中瓶１本（500㎖）
ワイン（アルコール度数14度） 日本酒（アルコール度数15度）
ボトル1/4本（約180㎖） １合（180㎖）
焼酎（アルコール度数25度）
コップ半分（約100㎖）

お酒の適正量

65

適量には個人差があります。
同じ量を飲んでも、その日の
体調によって酔い具合が異な
ります。一般的に１日に純ア
ルコール量
ｇが適量と言
われています。女性や 歳以
上の方、アルコール代謝能力
の低い方などは、より少ない

（※）
20

保健センター
（☎026‐248‐9023）
問合せ

0.8

祉
福

みんなが助け合い地域で暮らせる
社会をつくりましょう

ご本人の財産を管理し、ご本人に代わ
って契約を交わしたり取り消したりす
ることができます。

判断能力が著し
保佐人
く不十分な方

重要な契約には保佐人の同意が必要に
なります。保佐人の同意を得ずに行っ
た契約は取り消すことができます。

【「任意後見制度」の仕組み】
あらかじめ任意後見人をお
願いできる方と話し合い、ど
んなことをお願いしたいかそ
の内容を公正証書にしておき
ます。ご本人の判断能力が不

・10・

2020年12月号

誰もが安心して生活できる地域のために

【成年後見制度とは】
認知症、知的障がい、精神
障がいなどで判断能力が不十
分な方の権利や財産を保護し、
日常生活を法律的に支援する
仕組みです。
「法定後見制度」
と「任意後見制度」があります。

成年後見制度を活用しま
しょう

【合理的配慮の提供】
障がいのある方から支援の
申し出があった場合、国や地
方公共団体、事業者は負担が
重すぎない範囲で対応するこ
とが求められています。

【不当な差別的取り扱いの禁止】
障害者差別解消法では、障
がい者であることを理由に
「不
当な差別的取り扱い」を禁止
しています。

【「法定後見制度」の仕組み】
障害者差別解消法が
家庭裁判所がご本人の判断
施行されています
能力の程度によって、「後見」
、
、「補助」
の３類型から
障がいを理由とする差別の 「保佐」
解消を推進することにより、 支援者を選任します。
障がいの有無によって分け隔
てられることなく、ともに生
きる社会を目指すための法律
です。

家庭裁判所に申し立てをして定められ
た範囲内での契約の代理や取り消しを
行います。

補助人

判断能力が
不十分な方

須坂市は「障がいのある人
もない人も、全ての人が地域
の中で孤立や孤独にならない
よう、地域全体で見守り、寄
り添い、支援することができ
るまち」を目指しています。
そのためには、１人１人が障
がいに対する理解を深め、お
互いを尊重する姿勢が大切で
す。
〈障がい福祉計画・障が
い児福祉計画〉
福祉サービスや地域生
活支援などの提供体制の
確保に関する計画です。
【第６期障がい福祉計画・
第２期障がい児福祉計
画の基本指針】
▼施設入所者の地域生活
への移行
▼精神障がい者にも対応
した地域包括ケアシステ
ムの構築
▼地域生活支援拠点の機
能充実
▼福祉施設から一般就労
への移行
▼障がい児支援の提供体
制の整備
▼相談支援体制の充実・
強化など
【今後の予定】
障がい福祉に関する有
識者・事業者などを交え
た須坂市障害福祉施策推
進懇話会における意見交
換などを行い、２０２１
年４月からの新たな計画
を作成します。計画期間
は障がい福祉計画・障が
い児福祉計画は３年間で
す。障がい者等長期行動
計画は、計画期間も含め
た見直しを行います。

成年
後見人

判断能力が
欠けている方

障がい福祉に関する
計画を更新します
市では障がい福祉に関
する施策を計画的に推進
するため、第四次須坂市
障がい者等長期行動計画
（市町村障がい者計画）・
第５期須坂市障がい福祉
計画・第１期須坂市障が
い児福祉計画を策定しま
した。
これらの計画期間は本
年度終了するため、新た
な計画を策定する必要が
あります。
〈障がい者等長期行動計
画〉
障がい者のための施策
に関する基本的な事項を
定める中長期的な計画で
す。

▼
「後見」
、
「保佐」
、
「補助」
の３類型

福祉課
（☎026‐248‐9003）
問合せ

高 齢 者

高齢者福祉課 ☎ 026‐248‐9020

妊 産 婦

健康づくり課 ☎ 026‐248‐9018

▼郵送申請先
〒380‐8570
（住所記載不要）
長野県地域福祉課 ☎ 026‐232‐0053

十分になってから、所定の契
約行為などを任意後見人が行
います。

福 祉 課

【成年後見制度を利用するに
は】
本人や配偶者、４親等以内
の親族が家庭裁判所に申し立
てを行います。「法定後見制
度」の申し立ては、該当する
親族がいない、音信不通であ
る場合は、市町村長が申し立
てることができます。

障がい者など

☎ 026‐248‐9003

申請窓口

▼障がい者等用駐車場利用証

【利用できる駐車場】
この制度に賛同する協力施
設の専用の案内表示のある駐
車区画で利用できます。

▼市の申請窓口

けを求めるための手段の一つ し、全国的な統一マークとし 用証を交付する制度です。
【申請方法】
です。２０１６年３月に須高 て２０１８年７月から長野県
▼窓口での申請（原則、即日
地域自立支援協議会で作成し、 でも導入しました。
交付）
配布場所
配布しています。
持ち物 障がいなどの状況が
▼福祉課（窓口８番・本庁舎
「手助けしてほしいこと」「わ
分かる書類
（身体障害者手帳、
かってほしいこと」などをあ １階）
介護保険被保険者証など）
らかじめカードに書いておき、 ▼県立信州医療センター
▼郵送での申請（後日、郵送
日常的な場面でちょっとした
交付）
手助けがほしい時や具合が悪
申請書に必要事項を記入し、
くなった時などの緊急時、災
障がいなどの状況の分かる書
害時などにカードを示すこと
類（身体障害者手帳など）
のコ
ヘルプマーク
で、周囲からの配慮や援助を
【
利用対象者】
ピーと返信用切手（１４０円）
▲
受けやすくするものです。
▼障がい者（身体・知的・精 を同封して、長野県地域福祉
【ヘルプカード・ヘルプマーク 神・発達）▼難病患者▼高齢 課へ郵送してください。
を見かけたら】
配布場所
者▼妊産婦▼けがまたは病気
▼福祉課（窓口８番・本庁舎 ▼電車やバスでは席をお譲り などで歩行が困難な方
ください。
１階）
※障がいの程度により対象と
▼須高地域総合支援センター ▼駅や商業施設などで、困っ ならない場合があります。詳
（須坂ショッピングセンター内） ている様子を見かけたら声を
細は長野県公式ホームページ
かけるなどの配慮をお願いし （下記ＱＲコード
ます。
から接続できます）
▼災害時は、安全に避難する をご覧ください。
ための支援をお願いします。

信州パーキング・パーミ
ット制度の利用証を配布
しています
【信州パーキング・パーミット
制度とは】
公共施設や店舗などさまざ
まな施設に設置されている障
がい者等用駐車区画を適正に
利用していただくため、県が
利用対象者に、県内共通の利

2020年12月号
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【成年後見制度の利用促進に
向けて】
市では、成年後見制度の利
用を促進するため、相談対応
や申し立て支援などを行う窓
口として、成年後見支援セン
ターを２０２１年度に開設す
る準備を進めています。設置
場所や時期の詳細は、改めて
広報須坂・市ホームページな
どでお知らせします。
問合せ 福祉課
（☎０２６‐２４８‐９００３）
高齢者福祉課
（☎０２６‐２４８‐９０２０）
【ヘルプマークとは】
外見からはわからなくても
周囲の人に配慮を必要として
いることをお知らせし、援助
を得やすくするものです。
２０１２年に東京都が作成

▲案内表示のある
駐車区画の例

電話番号

対 象 者

皆さん１人
１人のご理
解とご協力
をお願いし
ます。

ヘルプカード・ヘルプマ
ークを配布しています
【ヘルプカードとは】
障がいのある方が周囲に助

▲ヘルプカード

職員募集

2021年度 会計年度任用職員募集
12月１日㈫～2021年１月８日㈮
受付期間

▼総務課
（☎026‐248‐9000）
▼学校教育課
（☎026‐248‐9010）
▼子ども課
（☎026‐248‐9026）
〒382‐8511 須坂市役所
（住所不要）
申込・問合せ

った経験。普通自動車運転免許
▼栄養士…栄養士免許
▼介護支援専門員…介護支援
専門員資格

物園などで動物飼育業務に携わ

○現業（施設管理などの業務）
募集職種
●教員補助員（小・中学校で
の教員補助業務）
【フルタイム会計年度任用職員
（月額給料・１年以内の雇用）】 □保育事務
□保育キーパー（保育園の施
○保健師
設管理、保育補助業務）
○看護師
□ 調理技術員（保育園での業務）
○主任介護支援専門員
※ローテーションにより土曜
○社会福祉士
日勤務があります。
○管理栄養士
問合せ先
○歯科衛生士
○は総務課へ
○学芸員
●は学校教育課へ
〇動物飼育技術員
※勤務日を１カ月ごとにシフ □は子ども課へ
トで決定しています。
必要な経験・資格・免許
□ 調理技術員（保育園での業務）
など（取得見込みを含む）
※ローテーションにより土曜
日勤務があります。
▼一般事務・徴収員…パソコ
【パートタイム会計年度任用職
員
（月額報酬・１年以内の雇用）】 ン操作の経験
▼保健師…保健師免許
○一般事務
▼看護師…看護師免許
○徴収員
○現業（施設管理などの業務） ▼主任介護支援専門員…主任
介護支援専門員資格
○栄養士
▼ 社会福祉士…社会福祉士資格
○介護支援専門員
▼ 管理栄養士…管理栄養士免許
【パートタイム会計年度任用職
員
（時間報酬・１年以内の雇用）】 ▼学芸員…学芸員資格
▼ 歯科衛生士…歯科衛生士免許
▼動物飼育技術員…動物に関
する学校で、動物飼育業務に係
る専門教育受講者もしくは動
○一般事務
○一般事務（料金徴収・各種
検診受付時の業務）
○保健師
○看護師
○作業療法士
○歯科衛生士
○栄養士
○介護支援専門員

８

12

18

31
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▼ 作業療法士…作業療法士免許

84

務時間が一定以上の方は、
社会
保険と雇用保険に加入します。

18

一般任期付職員（子ども

１

共通事項

22

８

家庭支援員）募集
募集人員 各職種とも若干人
住所要件 原則として応募日
４月１日から一定期間、子
現在、須坂市に住所を有する
ども課で子ども家庭支援員と
方を優先（市外の方も可）
して従事する職員を募集しま
申込方法 総務課にある試験
す。
申込書に必要事項を記入し、
募集人員 １人
総務課に持参または郵送して
受験資格 児童福祉司任用資
ください。
格、社会福祉士、保育士、幼
※申込書を郵送で請求する場
稚園教諭、教員免許（過去に
合は、返信用封筒（ 円切手
免許を有していた者を含む）
、
を貼付）を同封してください。
保健師のいずれかの資格を有
※申込書は市ホームページか
し、実務に携わった経験
らもダウンロードできます。
任用期間 ２０２１年４月１
電子メールでの受け付けは行
日～２０２４年３月 日
いません。
※採用された日から最長５年
申込期限 ２０２１年１月
を超えない範囲内で任期を延
日㈮（郵送の場合、１月 日
長する場合があります。
の消印有効）
受験手続 総務課にある試験
面接試験 １月 日㈮～２月
申込書に記入し、持参または
日㈫を予定（職種で試験日
郵送で提出してください。
が異なります。試験日時は申
※市ホームページからもダウ
し込みされた方に連絡します）
ンロードできます。
※２０２０年度に須坂市で任
申込期間
月１日㈫～ 日㈮
用会計職員であった方および
（郵送の場合、 日の消印有効）
現在職員である方は、選考試
試験方法 ▼書類選考▼面接
験とします。
試験
（ 月実施予定）
任 用 登録制です。４月か
申込・問合せ 総務課
ら雇用とは限りません。（欠員
（☎２４８‐９０００）
に応じた雇用のため、雇用し
〒３８２‐８５１１（住所不
ない場合もあります）
要） 須坂市役所
社会保険など 勤務日数・勤
２

除

雪

除雪作業に
皆さんのご協力をお願いします
問合せ 道路河川課（☎０２６‐２４８‐９００６）

凍結防止剤は各町区から
受け取ってください

消

防

市道に散布するための凍結防 消火栓器具箱・消防器具を
更新・整備しました

止剤を各町区に配布しています。

市町村振興宝くじの収益金
を財源とする（公財）
長野県市
町村振興協会の地域活動助成
事業を活用して、消火栓器具
箱一式
（写真①、
②）
を相森町、
井上町、西町、福島町、望岳
台の自治会５カ所に設置しま
した。

また同事業を活用して、市
消防団第６分団１部
（高梨町）
に、小型動力ポンプ
（写真③、
④）、消防ホースなどの消防資
機材一式を更新整備しました。

凍結防止剤は環境に配慮した
製品で、年々値上がりし、財
（☎０２６‐２４５‐４９００）
政 負 担 が 増 加 し て い る た め、 問合せ 消防本部警防課
適切な使用をお願いします。
●排雪場所
たまった雪は、市が指定して
いる２カ所の排雪場所に捨て
てください。（図の の場所）
雪と一緒に、ごみを捨てる
のは絶対にやめてください。
※ 奥から整然と捨ててください。

▲写真③

▲写真④

臥竜橋

高甫橋

至上八町
至北相之島

開場時間…午前８時～午後５時

大豊橋

県民運動
動物園 庭球場
広場西

宅地などの雪は道路に
出さないでください
▼宅地などの雪を道路に出す
と、車道が狭まったりして交
通に支障が出ますので、絶対
に道路に出さないでください。
▼ 道路の雪は、歩行者や車の通
行の妨げにならないよう、
道路
脇などに積み上げてください。
▼ 雪を水路に捨てると、水があ
ふれて水害の原因になります。
下流域の皆さんの迷惑にもな
りますので、やめてください。
※除雪作業に支障が出ますの
で、道路へ駐車したり、障害物
を置いたりしないでください。

落雪にご注意ください
屋根に大量の雪が積もると
大変危険です。屋根の上の積
雪量に注意しましょう。
また、屋根に落下防止の器
具をつけるなどして、危険防
止に努めましょう。

百々川

市では、降雪時に安全で円
滑な道路交通を確保するため、
迅速かつ適切な除雪作業を行
っています。
バス路線と幹線市道は市が、
国道と県道は県がそれぞれ除
雪していますが、全ての道路
を除雪することは困難です。
昨年度は凍結防止剤散布な
どの経費を含め、約３８００
万円を支出しました。

自宅の周りなどの除雪に
ご協力をお願いします
市や県は降雪時に市内道路
の除雪を行いますが、市内全
ての道路を同時に完全に行う
ことができません。皆さんの
ご協力をお願いします。
▼身近な生活道路などの除雪
▼除雪ドーザなどによる除雪
作業後、家などの前に残って
しまう雪の片付け
▼高齢者世帯などの除雪が大
変な場合
など

2020年12月号

・13・

▲写真①

▲写真②

県民須坂
運動広場

野球場
豊島団地

川
松

南原町
小布施ハイウェイ
オアシス

光
観

峰の原高原スキー場が新名称で
オープンします

グランドオープン（アクティビ 【大人向けのアクティビティ】
ティおよびショースタート）
▼心臓バクバク！雪山めがけ
月 日㈯～
て横っ飛び、日本初「バギー
営業日 原則、金・土・日曜日 バンジー」
および祝日、年末年始は営業 ▼絶景！日本アルプスに向か
します。（詳しくはホームペー ってこぎだす、日本最長級の
ジに掲載の営業日カレンダー 「パノラマロングブランコ」
をご確認ください）
▼高さ６ｍ級の「アイスクラ
営業時間 午前８時 分～午 イミング」
など
後４時 分（ 月 日、２０ 【 キ ッ ズ 向 け の ア ク テ ィ ビ
２１年１月１・８日、２月 日 ティ… NINJA
チャレンジ】
以外の金曜日は正午～午後４ ▼シュリスビー～手裏剣フリ
時 分）
スビーで的を撃て！～…的を
問合せ
目掛けて、手裏剣（フライン
株式会社信光オールウェイズ グディスク）を投げ入れろ！
☎０２６８‐７１‐０４６４
対象年齢…５歳以上
※感染症対策のため、施設運 ▼
ボーリング～ 人の
NINJA
営に関わる感染症予防に十分
を跳ね飛ばせ！～…斜
NINJA
配慮しています。
面から専用のソリにのり、エ
※その他の詳細はホームペー アーボーリングピンを弾き飛
ジ（下記のＱＲコ
ばして、ストライクを狙え！
ードからアクセス
対象年齢…５歳以上
など
できます）でご確
認ください。

12

30

19

12

25

30

12

アクティビティなどの紹介

10

その他スキー場内に直径
ｍの巨大かまくら型ドームを
設置し、光と音の空間を創造し
ます。夜は場内に演出したオー
ロラに包まれながらカフェタ
イムを過ごすこともできます。
スタンプラリーも開催しま
すので、ぜひご参加ください。

・14・

2020年12月号

キッズフリー情報

峰の原高原旅館組合加盟の
ペンションなどに、宿泊いた
だいた中学生以下の方を対象
に、
リフト券をサービスします。
ファミリーも大満足なキッズ
フリーをご利用ください。
問合せ 峰の原高原旅館組合
☎０７０‐４４９４‐２８０１

リフト券の引換券と割引
券を配布します

対象者 市内在住の小・中学
生などとその保護者
割引対象 １日リフト券
割引額 ▼小・中学生…全額
▼保護者…１５００円
配布予定
月中旬に市内の
小・中学校などから配布します。
※市外に通学する小・中学生
などには、自宅に郵送します。
利用期間
月中旬から２０
２１年３月 日㈰
※利用上限枚数（大人と子ど
も合わせて約１２００枚）に
達した場合は、期間内でも利
用を締め切ります。
利用方法 リフト券売り場へ
引換券、割引券を提出してく
ださい。
問合せ 文化スポーツ課
☎０２６‐２４８‐２０２０

12

28 12

峰の原高原スキー場は、運
営事業者が変わり、
「 REWILD NINJA SNOW HIGHLAND
」
（ リワイルド ニンジャ スノー
ハイランド）
と名称を変え、新たにオープ
ンします。市内唯一のスキー
場であり、観光だけでなく、
地域振興にとっても重要な施
設であることから、市として
も支援を行っています。

スキー場の基本情報

月５日㈯～

12

30

「ゲレンデ＝滑る」に留まら
スキー場の新たなコンセプト
ない多彩なアクティビティが
「
でアソブ！雪山エンタ
NINJA
体験できます。
ーテイメント！」
施設名
また、
地元の新鮮食材と NINJA
REWILD NINJA SNOW HIGHLAND をモチーフにしたおいしいフ
ードを提供します。
（リワイルド ニンジャ スノー
アクティビティの一部を紹
介します。
ハイランド）
プレオープン

16

商業観光課
（☎026‐248‐9005）
問合せ

活
生

11

30

８

10

市役所

10

16 20

29

31

26

30

12

30

12

30

12

12

11

12

【死亡届と婚姻届の受け付け】
▼死亡届の受け付けや埋葬・火
葬許可証の発行は毎日行います。
平日の夜間や休日、 月 日
㈫～１月３日㈰は、宿直の窓
口（市役所本庁舎西側）にお
越しください。
▼婚姻届を平日の夜間や休日、
月 日㈫～１月３日㈰に提
出する場合は、必ず提出希望日
前の開庁時間内に市民課で書

19

類の事前審査を受けてください。

30

29

※開庁時間は午前８時 分～
午後５時 分です。
問合せ ▼市民課（☎２４８‐
９００２）▼市役所代表電話
番号（☎２４５‐１４００）
【漏水、
水道管凍結などの場合】
市指定給水装置工事事業者
へ連絡して、修理を依頼して
ください。
問合せ 塩野浄水場
（☎２４５‐１４０２）

松川苑（火葬場）

12

12

１月１日㈮のみ休業します。
問合せ 松川苑
（☎２４５‐２２６８）

ごみ関係

詳細はごみカレンダーをご 問合せ ▼長電バス（☎２９
覧ください。
６‐３２０８）
▼市民課（☎２
【ながの環境エネルギーセン
４８‐９００２）
ター（可燃ごみ）】
すざか乗合タクシー
受け入れ時間は午前８時
分～ 時 分、午後１時～４
月 日㈫～１月３日㈰は
時 分です。
【須坂市清掃センター（不燃ごみ）】 運休します。
月 日㈬午前８時 分～ 申込期限 ▼午前の便…利用
希望日の前日の午後８時まで
正午のみ受け入れます。
【エコサポートすざか（資源物など）】 ▼午後の便…利用希望日の午
年内は 月 日㈰で終了し、 前 時まで
年明けは１月 日㈯から通常 ※受付時間は午前９時～午後
８時
（正午～午後１時を除く）
営業します。
申 込 すざか乗合タクシー
問合せ 生活環境課
予約センター
（☎２４８‐９０１９）
（☎／２４８‐０７７７）
問合せ 市民課
し尿の収集
（☎２４８‐９００２）
年内は 月 日㈯の午前中
まで収集します。 月 日㈯
湯っ蔵んど
の午前中までに申し込んでく
ださい。
月 日㈭のみ午後６時に
申込・問合せ 環境クリエイ
閉館（最終入館時間は午後５
ション
（☎２４５‐９４００）
時）します。
営業時間 午前 時～午後 時
すざか市民バス
問合せ 湯っ蔵んど
（☎２４８‐６８６８）
▼仙仁線…運休なし
▼その他の路線… 月 日㈬
須坂温泉古城荘
～１月３日㈰は運休
※米子線は１月１日㈮は運行。
年末年始は休まず営業します。
▼長電バス…便によって運休 営業時間 午前 時～午後 時
あり（詳細は長電バスホーム 問合せ 須坂温泉古城荘
ページをご覧ください。）
（☎２４５‐１４６０）

2020年12月号

・15・

30

40

12

29

【ごみの収集】

10

15

１日㈮
×
×
×
×
×
×
△
×
○
〇
31日㈭
×
○
△
×
×
×
△
×
△
〇
28日㈪
〇
〇
〇
〇
○
×
〇
〇
〇
〇
市役所
（水道業務含む）
松川苑
（火葬場）
ごみの収集
ながの環境エネルギーセンター
清掃センター
し尿の収集
すざか市民バス
すざか乗合タクシー
湯っ蔵んど
須坂温泉古城荘

12

４日㈪
○
○
○
○
○
○
○
○
〇
〇
１月
３日㈰
２日㈯
×
×
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
△
△
×
×
〇
〇
〇
〇
12月
29日㈫
30日㈬
×
×
○
○
○
×
○
○
×
△
×
×
〇
△
×
×
〇
〇
〇
〇
〇…営業 △…一部営業
×…休み

詳しくは、各施設などへ直
接お問い合わせください。
※市外局番はすべて☎026です。

年末年始の主な生活関連
施設などのご案内

12月28日㈪～2021年１月４日㈪の営業は下表のとおりです

図書館

須坂図書館からのお知らせ
年末年始の返却は開館日に
お願いします

11

19

30

27

28

12

15

年末年始休館中、本の返却
はできません。お正月はゆっ
くり読書をお楽しみいただき、
１月５日㈫以降に返却してく
ださい。

15

10

・16・

2020年12月号

須坂市プレミアム付商品券販売方法についてお詫び
申し上げます

10

須坂市長 三木正夫

月１日から募集を開始しましたプレミアム付商品
券事業につきましては、
発行総数７万２千冊に対して、
約 万冊の応募がございました。
コロナ禍で苦しむ市内店舗の経済支援のため、多く
のご応募をいただき感謝申し上げます。
購 入 者 の 決 定 は、 月 １ 日 に 受 付 し ま し た 約
３万７千冊を先着分で決定し、残数の約３万５千冊に
つきまして、予定数を超えた日の 月２日受付分から、
日までの受付分のはがきに対して抽選により決定さ
せていただきました。
今回の事業は、過去に須坂市で実施した経済支援の
ためのプレミアム付商品券事業の販売状況や他市町村
の方法なども参考にして実施いたしましたが、想定以
上のご応募をいただき、大勢の市民の方が購入できな
かったことは、見通しの難しかった面がございます。
しかしながら、不公平と感じたなどというご意見も
いただいており、広報や販売方法について多々反省す
べき点がございましたことについて、お詫び申し上げ
ます。
いただきましたご意見につきましては、今後様々な
事業を実施するにあたり、しっかりと活かしてまいり
ます。
なお、引き換えされなかった商品券につきましては、
月２日から 日までの受付分で当選されなかった方
を対象に再抽選を行いました。
当選された方へは、本事業の委託先である須坂商工
会議所から直接購入方法などについてご連絡申し上げ
ます。
10

17

年末年始休館のお知らせ
月 日㈪～１月４日㈪は
休館します。
書籍・雑誌は 月 日㈫～
日㈰、ＣＤ・ＤＶＤは 月
日㈫～ 日㈰の間に借りる
と、返却は休館明けになり、通
常より長く借りられます。
12

今年度から年末年始休館
中は返却できません

22 27

こどもクリスマス会
図書館のクリスマス会は、
お は な し い っ ぱ い！ 楽 し さ
いっぱい！皆さん、ぜひご来
場ください。
と き
月 日㈯
午前 時 分～ 時 分
ところ 旧上高井郡役所２階
多目的ホール１
内 容 絵本の読み聞かせや
ペープサートなど
参加費 無料
対 象 乳幼児～小学校低学
年程度の子どもとその保護者
定 員
人（事前申込不要）
※新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、マスク着用
や健康チェック表の記入など
にご協力をお願いします。

▲返却ポスト内
の様子

15

10

12

▲衝撃で割れた
ＣＤケース

30 12

40

「ＣＤ」
「ＤＶＤ」
「紙芝居」
は大変壊れ
やすく、返却口やポストに返却すると
破損する場合がありますので、必ず開
館日にカウンターでお返しください。
ご理解、ご協力をお願いします。

10

「ＣＤ」「ＤＶＤ」「紙芝居」は、図書返却口や
返却ポストに入れないでください

問合せ 市立須坂図書館
（☎026‐245‐0784026‐245‐4313）
開館時間 火～金曜日
午前９時～午後７時
土・日・祝日
午前９時～午後５時
図書館のホームページ
は、右のＱＲコードから
アクセスできます

24

36

すざかスイーツスタンプラリー
娘とスイーツスタンプラリ
ーに参加しました。初めて行
くお店にワクワクしています。
娘も気に入ったお菓子を見つ
けて喜んでいます。
コロナで外出が難しい中、
このような企画は本当にうれ
しいです。ありがとうござい
ました。
（保谷さん
歳）
●すざかスイーツスタンプラ
リーの詳細は ページに掲載
しています。皆さんも自分好
みのスイーツ探しをしてみて
ください。

市

■今月のプレゼント

湯っ蔵んど提供

③峰の原高原スキー場
リフト一日券…５人
※スキー場の情報は ペー
ジをご覧ください。

株式会社信光オールウェイズ提供



②須坂温泉入浴券（ペア）
……５人

㈱古城荘提供



①湯っ蔵んど入浴券
（ペア）
……５人

イ
ズ

●応募方法
クイズの答えと、住所、氏名、
年齢、電話番号、希望するプレゼ
ントの番号、とっておきの話や日
頃感じていることなど、何か一言
ご意見を必ず書き添えて、左上の
あて先へ郵送・ＦＡＸ・Ｅメール
でご応募ください。
※いただいたご意見は紙面で紹介
します。紹介はペンネーム可。字数
などの都合で内容を調整し掲載す
ることがあります。
ご了承ください。
●応募締切
月 日㈬必着
※当選はプレゼントの発送をもっ
て代えさせていただきます。
●ＦＡＸ ０２６‐２４６‐０７５０
●Ｅメール
info@city.suzaka.

〇
No.

ヒント… ページ

市民リレーインタビューは
今月号で何番ですか？

14

35

花火を見て、とても感動しま
した。花火が上がっていると
きは、疫病退散、被災された
方が元気になりますように願
いました。こんな素晴らしい
花火をあげてくださった方に
感謝です。
（ペンネーム
たまちゃんさん
歳）
●この花火は、コロナ禍の中
でとても素晴らしい企画だっ
たと思います。見る人に多く
の勇気や希望を与えてくださ
いました。本当に感謝です。

慣れてきたかな？
須坂に転入して、あっとい
う間に１年が過ぎてしまいま
した。やっと環境などに慣れ
てきたかなと思います。
（山岸さん
歳）
●１年間暮らすことで、町の
様子なども分かってきますよ
ね。須坂の住み心地はいかが
ですか。

報

nagano.jp

16

しませてもらいました。
（ペンネーム
さざん花さん
歳）
●銀座通りの雰囲気に、菊の
花はよく映えますね。コロナ
禍でイベント中止になってい
ますが、違った形のイベント
が開催されてうれしいですね。

特殊詐欺
ある日突然電話がかかって
きました。妻が電話に出て、
何かお金が安くなるという内
容の話でした。
妻に通話を止めるように諭
し、かかってきた電話番号を
私は警察に伝えました。
知らない人からのお金の話
は特殊詐欺だと思っています。
皆さんも気を付けてください。
（中村さん
歳）
●中村さんのようにおかしい
と気づくことが大事です。警
察に連絡するところも迅速な
対応ですね。特殊詐欺は巧妙
な手口です。

ク

12

よし、出発。」
背筋を伸ばして今日も仕事
に励もう。
（ペンネーム
霜月～師走さん
歳）
●まだ寝静まっている時間に
出発されるのですね。冬の星
空はきれいですが、寒さが身
にしみますね。これからも体
に気をつけて頑張ってくださ
い。
わが子
もうすぐ２歳になるわが子。
今まではジジとババを見て
もなかなか懐かなかったけど、
最近は慣れてきた様子。
あっという間に育っていく
わが子に驚かされる毎日です。
（ペンネーム
気付いたらさん
歳）
●子どもの成長は早いもので、
あっという間に育っていきま
すね。おじいちゃんやおばあ
ちゃんも、お子さんに会うの
が楽しみだと思いますよ。

※お便りの掲載とクイズの当
選は別になります。ご了承く
ださい。

須坂市役所
政策推進課
「みんなの広場」係行

住所・氏名・年齢・電話番
号・クイズの答え・希望の
プレゼント番号・ご意見

ー問題ー

49

46

83

83

感謝
月３日の花火は素晴らし
かったです。思っていたより
も多く上がり、被災された方
も勇気をもらえたと思います。
私は気持ちが非常に沈んで
いましたが、この素晴らしい

2020年12月号

・17・

382-8511

切手

66

33

蔵のまち菊花展
毎年楽しみにしている信州
須坂大菊花展がコロナで中止
になりました。
残念な思いでいましたが、
銀座通りで「蔵のまち菊花展」
が行われ、色とりどりの菊の
美しさにうっとりしながら楽

●郵送

～11月に届いたお手紙から～

私の朝は早い
私の朝は「明けの明星、冬
の星座オリオン座がきれいで

11

お便り紹介コーナー

メモ

木

金

土

3

4
健 ３カ月児健康診査
（P26）

5

市外局番…
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イ「リワイルド ニンジャ ■子ども課相談室☎248-9026
スノー ハイランド」 （子育て相談、家庭生活など）
プレオープン
（P14） と き 月～金曜日※ 8:30～17:15
ところ

10

11

12 ■教育相談室☎248-0001
と き 月～金曜日※ 8:30～17:15

健 ２歳児健康相談（P26） イ 認知症家族のつどい
（P24）

17

18

子ども課
（東庁舎１階）

ところ

学校教育課
（東庁舎１階）

■空き家バンク活用相談☎248-9017
と き 月～金曜日※ 9:00～17:00
ところ・問合せ 政策推進課
（本庁舎２階、
要予約）

19

■日本政策金融公庫相談会☎245-0031
ところ・問合せ 須坂商工会議所

イ 図書館
「こども
■年金相談☎244-4100
（代表）
講 高齢者健康教室公開 健 １歳６カ月児健康診査
クリスマス会」
（P16） と き 月～金曜日※、第２土曜日
（P26）
講座
（P25）
イ「リワイルド ニンジャ ところ・問合せ 長野北年金事務所
（長野市、
要予約）
スノー ハイランド」
グランドオープン（P14） ■結婚相談☎214-2994
イ 動物園「メリークリス と き ６日㈰、20日㈰
9:00～12:00
マZOO」
（～20日）
（P34）

24

25

講 もぐもぐ離乳食講座
（P26）

ところ

26 ■弁護士の無料法律相談☎248-9977
相 年末困りごと電話相 と き 10日㈭、24日㈭ 13:00～16:00
ところ 須坂市生涯学習センター
談会
（P23）
問合せ

税金などの納期限
※詳細は上段をご覧
ください。

31
診 信州医療センター

社会福祉協議会
（要予約）

1
診 信州医療センター
診 信州医療センター
イ 動物園「動物園でハ
ッピーニューイヤー」
（～３日）
（P34）

2

（旧須坂市中央公民館）
まいさぽ須坂
（要予約）

■よろずなんでも相談☎245-0909
と き 11日㈮ 10:00～15:00
ところ シルキーホール
（須坂駅前ビルシルキー３階）
問合せ 人権同和政策課
（要予約）
■不動産無料相談☎228-2130
と き 15日㈫ 10:00～15:00
ところ 長野県不動産会館
（長野市）
問合せ 県宅地建物取引業協会長野支部
■シルバー人材センター入会説明☎246-2003
と き 16日㈬ 13:30～
ところ シルバー人材センター
■もの忘れ相談日☎245-4566
と き 23日㈬ 8:30～17:15
ところ 地域包括支援センター
（本庁舎２階）

※12月29日㈫～１月１日㈮を除く

2020年12月号

・18・

2020年

12月

税金などの納期限

診 …休日緊急診療室

納期限･口座振替日
12月25日㈮

健 …各種健康診査など
講 …各種講座・教室

固定資産税・都市計画税……３期
国民健康保険税
（普通徴収）
…６期
後期高齢者医療保険料
（普通徴収）
…６期
介護保険料
（普通徴収）
………９期

イ …イベント情報など
パ …おでかけパソコン相談室
相 …各種相談など

日

月

火

水
1

2

7

8

9

14

15

16

講 かみかみ離乳食
講座（P26）
パ 仁礼コミュニティセ
ンター
（10:00～）

6
診 信州医療センター

13
診 信州医療センター

『須坂市家庭の日』

イ ハッピーエンド講演 健 １歳児健康相談（P26）
会
（P29）
イ 動物園「動物たちに
年賀状を送ろう」
（～
「小田切
イ 旧小田切家
１月 15 日）
（P34）
家のくらし
『衣』
（～
」
２月９日）
（P24）
講 人権問題学習会（P24）

20

21

22

23

診 信州医療センター
イ 明るい選挙啓発ポス 健 ３歳児健康診査（P26）
ター展
（～１月22日） イ 動物園「冬至イベン
イ 動物園「干支の引き
ト」
（P34）
（P23）
継ぎ式」
（P34）

27

28

29

診 信州医療センター

3
診 信州医療センター

・19・

30
診 信州医療センター

2020年12月号

4

5
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得なしで算出）▼夫婦ともに
須坂市に住所がある▼対象の
住居が須坂市にある
※このほかにも要件があります。
対象費用 ①新居の購入費②
新居の家賃（敷金や礼金、共益
費も含む）③引越業者や運送
業者に支払った引越費用
※費用の対象は２０２０年１
月１日～ ０２１年３月 日
補助額 ①～③の合算額（上
限 万円）
※予算がなくなり次第終了に
なります。
申込・問合せ 政策推進課
（☎２４８‐９０１７）
15

●年末特別警戒と交通安全
運動 月 日㈫～ 日㈭

２

12

15

31

ください。
き替えをしましょう。
【不審な人や車を見かけたら】 ▼路面が積雪・凍結している
▼見かけない人や車など、不 場所や日陰、橋の上、トンネ
審に思った時は、警察に通報 ルなど凍結の恐れのある場所
しましょう。
では、あらかじめ速度を落と
【空き巣や車上ねらいに注意】 すとともに、車間距離を十分
▼ちょっとした外出でも、家 にとりましょう。
の戸締りをしましょう。
【自転車の安全利用と横断歩
▼バッグや財布などを車内に
道の安全確保】
置かないようにしましょう。 ▼保険に加入し、自転車に乗
▼車から離れるときは必ず鍵 る時は、通行ルールを守りま
をかけましょう。
しょう。
【万引きの防止】
▼命を守るためにヘルメット
▼ 万 引 き は 犯 罪 で す。「 し な を着用しましょう。
い」「させない」環境づくり。 【高齢運転者の交通事故防止】
▼高齢に伴って、身体機能が
《交通安全運動》 思いやり
低下します。丁寧な安全確認
乗せて信濃路 咲く笑顔
とブレーキやアクセルの確実
【夕暮れ時・夜間の事故とス
な操作を心掛けましょう。
▼運転に不安を感じたら、家
リップ事故の防止】
▼自転車や車などのライトは 族や警察に相談しましょう。
【飲酒運転・あおり運転の防止】
早めに点灯しましょう。
▼車のライトはこまめに上下 ▼飲酒運転を根絶しましょう。
切り替えを行い、歩行者を早 ▼あおり運転は重大な交通事
故につながります。絶対にや
めに発見しましょう。
▼自転車に乗る人や歩行者は、 めましょう。
反射材などを使って自分の存 問合せ 市民課
（☎２４８‐９００２）
在をアピールしましょう。
▼車に乗ったら、全ての座席
でシートベルトを着用しまし ●消防団歳末特別警戒
ょう。大切な子どもを守るた
須坂市消防団では、歳末の
めにチャイルドシートは正し
火災や事故の防止、災害の早
く使用をしましょう。
▼道路が凍結する季節です。 期発見のため、半鐘や拍子木
冬用タイヤなどへの早めの履 を鳴らして巡回するなど特別

広告欄

広告の問い合わせはアド・コマー
シャル㈱へ
（☎２９１‐５０７０）

・20・

2020年12月号

◎須高地域の医療を守ろう義援金を受け付けています。問合せ 総務課
（☎２４８‐９０００）

●結婚新生活支援事業補助金
対 象 次の要件をすべて満
たす世帯
▼２０２０年１月１日～２０
２１年３月 日までに婚姻▼
婚姻日における夫婦の年齢が
歳以下▼夫婦の合計所得が
３４０万円未満（貸与型奨学
金を返済している場合は、年
間返済額を所得から差し引き
ます。申請時に無職の方は所
15

30

《年末特別警戒》 年の暮れ
みんなでつくろう 安心の街
【特殊詐欺被害に注意】
▼犯人と話さないためにも常
に留守番電話に設定し、非通
知やメッセージを残さない電
話には出ないと決めましょう。
▼警察官や役所・金融機関職
員が訪問してキャッシュカー
ドを預かることは絶対にあり
ません。キャッシュカードや
通帳を要求されても、絶対に
渡さないでください。
▼他人にキャッシュカードの
暗証番号を絶対に教えないで

須坂市役所 代表０２６－２４５－１４００
代表☎２４５‐１４００
〒382‐8511 須坂市大字須坂1528‐１
ｅメール info@city.suzaka.nagano.jp
Eメール
ホームページ http://www.city.suzaka.nagano.jp/
市役所の業務時間 平日の午前8時30分～午後5時15分
(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
(土・日曜日、祝日、12月29日～1月１日を除く)

お 知 ら せ

情報ファイル 12 月
34
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ホームタンクからの流出事
故のほとんどは、ホームタン
クからポリ容器に灯油を小分
け中に、その場を離れてしま
うことが原因です。
次の点に注意し、流出事故
を未然に防止しましょう。
▼ホームタンクの固定状況を
確認しましょう。
▼配管などに腐食や亀裂がな
いか確認しましょう。
▼定期的にホームタンクの残
量を確認しましょう。
▼ポリ容器に小分け中は、絶

●ホームタンクからの流出
防止

貸し付けている方や農業をし
警戒を行います。
皆さんのご理解とご協力を ている方が、事業のために用
いている構築物・工具や備品
お願いします。
期 間
月 日㈯～ 日㈬ などの資産です。償却資産は
土地や家屋と同様に固定資産
問合せ 消防本部総務課
税として課税されます。
（☎２４５‐４１００）
対 象 ２０２１年１月１日
現在、市内に所在する償却資
●固定資産税のお知らせ
産を所有する方
申告期間 ２０２１年１月４
日㈪～２月１日㈪
※新型コロナウイルスに関す
る事業用資産の軽減申告も同
期間で受け付けています。詳
細はお問い合わせください。
申告・問合せ 税務課
（☎２４８‐９００１）

30

【２０２０年中に家屋を新築・
増築・取り壊した方】
家屋の固定資産税は、毎年
１月１日の所有者に課税され
ます。家屋（住宅以外の車庫
や物置なども家屋の対象とな
る場合があります）を新築ま
たは増築をした方で、税務課
の家屋調査を受けていない場
合は、ご連絡ください。
また、家屋を取り壊した場
合は、必ず税務課に届け出を
してください。
【２０２０年中に土地や家屋
の所有者が死亡した場合】
死亡した方が須坂市の土地
や家屋の所有者の場合、税務
課で相続人代表者指定などの
手続きをする必要があります。
まだ手続きが済んでいない相
続人の方は、ご連絡ください。
【償却資産の申告は２０２１
年２月 日まで】
償却資産とは、工場・事務
所・商店などを経営している
方、駐車場・アパートなどを

26

対にその場を離れず、目を離 のはんこ▼振込先がわかるも 内に受診しましょう。無料は
この期限内だけです。
さないようにしましょう。
の（通帳など）
▼ ポリ容器に小分けした後は、 ※高額療養費の詳細は、保険 受診期限 令和３年１月 日
バルブを完全に閉めましょう。 証更新時に同封したパンフレ ㈯
▼万が一に備え、防油堤を設 ット
『国保ガイド』の ページ 対 象 ▼子宮頸がん…平成
年４月２日生～平成 年４
けましょう。
から ページをご覧ください。
問合せ 消防本部予防課
申請・問合せ 健康づくり課 月１日生▼乳がん…昭和 年
４月２日生～昭和 年４月１
（☎２４５‐４２００）
（☎２４８‐９０１８）
日生
※事前に医療機関へお問い合
●お正月Ｕターン移住相談会
わせください。
須坂市にＵターン移住をし 市内の実施医療機関
たい方に向けた移住相談会で 子宮頸がん…▼県立信州医療
す。お正月の帰省中に市役所 センター▼島田医院
乳がん…県立信州医療センター
で移住相談ができます。
Ｕターンを希望していても、 問合せ 健康づくり課
どんな求人企業があるのか、 （☎２４８‐９０１８）
自分に合う仕事をどうやって
選んだらいいか迷っている方 ●小型有害獣用捕獲おりを
●国民健康保険加入者で医
もこの機会にご相談ください。
無料で貸し出しています
Ｉターン移住希望者も大歓
療費控除の申告をする方
ハクビシンなどの小型有害
迎です。
は高額療養費の申請をし
と き ２０２１年１月３日 獣用捕獲おりは、自分の農地
てください
や自宅へ設置する場合に限り、
㈰～８日㈮午前 時～午後４時
医療費の自己負担額が高額 ところ 政策推進課（本庁舎 狩猟免許が不要です。
希望される方は捕獲許可と
になったとき、申請により高 ２階）
おり貸し出しの手続きが必要
額療養費が支給される場合が 問合せ 政策推進課
になりますので、お問い合わ
（☎２４８‐９０１７）
あります。
せください。冬から春先にか
該当すると思われる方は、
け、有害鳥獣のエサが少なく
確定申告で医療費控除の申告 ●無料クーポンのガン健診
なり、捕獲のしやすい時期と
をする前に、健康づくり課（窓
は１月 日㈯まで
なります。（おりの数に限り
口４番・本庁舎１階）で高額
療養費の申請をしてください。
今年度の対象者には７月に があります）
持ち物 ▼医療費の領収証
（申
無料クーポン券を送付済みで 申込・問合せ 農林課
請後に返却します）▼世帯主 す。対象の方はこの受診期限 （☎２４８‐９００４）

◎２０１９年度須坂市小・中学生人権教育啓発標語優秀作品 …… 無意識に

20

知らないからこそ

30

10

15

11

生む差別 墨坂中３年 永田匠

2020年12月号

・21・
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１

55

30
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広告欄

広告の問い合わせはアド・コマー
シャル㈱へ
（☎２９１‐５０７０）

・22・

◎東日本大震災義援金と平成 年熊本地震災害義援金を受け付けています。問合せ 福祉課
（☎２４８‐９００３）
●須坂市文化会館メセナホ
ール休館のお知らせ

10 10

メセナホールを長く大事に
使用するため、耐震化工事・
長寿命化工事を行います。
工事期間中は休館となり、
入館・使用ができません。
ご不便をおかけしますがご
理解ご協力をお願いします。
期 間 ２０２１年１月 日
～２０２２年１月９日
問合せ 文化スポーツ課
（☎２４８‐９０２７）

ための検針ができません。ま 須坂の発展に大きく貢献した 階保健センターでも開催され
た漏水などの発見が遅れる場 ことを市内外の皆さんに知っ ます。
合があります。メーターボッ ていただきたいとの願いを込 申込・問合せ 長野県健康福
クス上の車や物の移動、除雪 めて作製しました。
祉部保健・疾病対策課
にご協力をお願いします。
価 格 １枚２５０円
（☎２３５‐７１０９）
問合せ 営業課
販売場所 ▼博物館事務室
（南
（☎２４８‐９０１２）
部地域公民館１階）▼文化ス ●新型コロナウイルス対策
ポーツ課▼生涯学習センター
ダイヤル
●民生児童委員さんの交代
▼図書館▼旧小田切家住宅▼
市観光協会▼蔵のまち観光交
がありました
流センター▼湯っ蔵んど▼須
（敬称略） 坂温泉古城荘
問合せ 須坂市立博物館
明徳町 富樫義孝
※任期は２０２２年 月 日 （☎２４５‐０４０７）
までです。

長野県弁護士会では、「新型
コロナウイルス対策ダイヤル」
を設けました。お電話いただ
くと、２～３営業日以内に弁
護士から折り返しお電話しま
す（ 分以内）
。（無料）
事業や労働問題、ローン債
務、人権問題など法的アドバ
イスを行います。
☎０２６‐２３２‐２１０４
時 間 平日午前９時～午後
５時

●新型コロナウイルスと偏
見・差別プライバシー侵
害ホットライン

12

●令和元年東日本台風で被
災された地域にお住まい
の方のための総合相談会

12

20

新型コロナウイルスが原因
で、偏見や差別を受けたり、
プライバシーが侵害されたこ
とがありませんか。弁護士が
無料で相談に応じます。
と き ▼ 月４日㈮午前
時～午後 時▼５日㈯午前
時～午後５時
さ べ つ を
な く す
☎０１２０‐３２０‐７９４
８

●オリジナルカレンダー
販売中

生活再建に向けてさまざま
な不安や悩み、精神的なスト
レスを抱えられた被災地域に
お住いの方の相談会を開催し
ます。
と き
月 日㈯正午～午
後４時（受付は午後３時まで）
ところ 長野市豊野保健セン
ター
対 象 被災された地域にお
住まいの方
相談員 ▼精神科医▼弁護士
▼保健師▼まいさぽ など
※原則予約制のため、事前予
約が必要です。
※ 月 日㈰に千曲市役所２
12

11

30

毎年好評をいただいている、
博物館ボランティア会製作の
２０２１年カレンダーを販売
しています（右の写真）。
今回のテーマは、須坂の製
糸王・越寿三郎です。須坂町
の豪農東小田切家の三男に生
まれ、製糸業をはじめとして

20

2020年12月号

28

●水道の凍結にご注意くだ 問合せ 福祉課
（☎２４８‐９００３）
さい
給水装置（メーター含む）は
個人の財産です。水道管の凍
結防止のため、次のことを行
いましょう。
▼保温材を巻きつけたり、電
熱帯などの凍結防止ヒーター
を使用する。
▼メーターボックス内に保温
材を入れる。
※水道管が破裂した場合は、
市の指定給水装置工事事業者
に連絡・相談してください。
※費用は自己負担です。
【メーターボックス周辺の除
雪などにご協力ください】
メーターボックスの周辺に、
車や物があると、料金算定の

12

11
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※２日間のみの専用番号です。
スノーハイランド（旧峰の原
募
集
【メール相談】
高原スキー場）
期 間
月４日㈮～ 日㈭
参加費 ▼小中学生２千円▼
●「駒澤嘉須坂生涯学習振
Ｅメール
大人３千円
jfba-hotline@ni
※保険料は含みますが、リフ
興基金」活動助成
chibenren.or.jp
※電話とメールが難しい方の
ト代、昼食代は各自負担。
みＦＡＸ相談（ 月４・５日）
生涯学習を実践している団 定 員 １００人
０３‐３５８０‐２８９６
月 日㈰
体や個人に対し、活動費用の 申込期限
※詳細はお問い合わせいただ
一部を助成します。
●年末困りごと電話相談会
対 象 学んだ成果を豊かな くか市スポーツ協会ホームペ
地域づくりに生かし、貢献し ージをご覧ください。
司法書士による無料電話相 ている団体または個人の活動 申込・問合せ 須坂スキーク
談を行います。秘密は厳守さ ※次に該当するものは対象外 ラブ（春原）（☎０８０‐６９３
れます。
▼国・県・市の補助やほかの ６‐１１９４）
と き
月 日㈯午前 時 代替措置を受けるもの▼趣味
●オープンガーデンマップ
～午後４時
や自己啓発が目的のもの
☎０１２０‐４４８‐７８８
申込方法 生涯学習推進課
（生
広告掲載者募集
※当日のみの専用番号です。 涯学習センター内）または市
２０２１年信州須坂オープ
相談内容 ▼借金▼離婚▼労 ホームページにある申込書に
働問題▼相続▼消費者トラブ 必要事項を記入し提出してく ンガーデンマップに掲載して
いただける、企業などの広告
ル▼新型コロナの影響で生活 ださい。
が苦しい など
申込期間
月 日㈪～２０ を募集します。
広告サイズ・掲載料
（消費税込み）
問合せ 長野県司法書士会
２１年２月 日㈮（必着）
（☎２３２‐７４９２）
※助成は４月下旬ごろを予定 ▼縦 ㎜×横 ㎜（ ページ）
▼縦 ㎜×横 ㎜（ ページ）
しています。
▼縦 ㎜×横 ㎜（１ページ）
●カレンダー配布事業の中止
申込・問合せ 生涯学習推進課
【マップの概要】
（☎２４５‐１５９８）
仕 様 Ａ５版、再生コート、
例年、カレンダーの募集と
オールカラー４色刷り（両面）
無料配布を行っていましたが、 ●須坂市民スキー教室参加
申込期限 ２０２１年１月
新型コロナウイルス感染症の
者募集
日㈮
状況を鑑みて中止させていた
だきます。ご理解いただきま と き １月 日㈪午前９時 ※詳細はお問い合わせくださ
い。
すようお願いいたします。
分～午後３時（午前８時
申込・問合せ まちづくり課
問合せ 須坂商工会議所
分～受け付け）
（☎２４５‐００３１）
ところ リワイルド ニンジャ （☎２４８‐９００７）
15

●学校給食用物資の納入業
者募集

２０２１年度に学校給食セ
ンターへ小・中・支援学校の
給食用食材を納入する業者を
募集します。
募集期間 ２０２１年１月
日㈮～ 日㈮
応募資格 市の物品購入等入
札（見積）参加資格を有する業
者で▼保健所の監視評点が良
好な業者▼納入業者指定要綱
に基づき納入できる業者
応募方法 学校給食センター
にある申請書に必要事項を記
入し提出してください。
申込・問合せ 学校給食セン
ター
（☎２４６‐２１０４）

８

行 事・ 催 し

●明るい選挙啓発ポスター展

小・中学生の応募作品 点
を展示します。
と き
月 日㈪～２０２
１年 月 日㈮午前８時 分
～午後５時 分（土・日曜日、
祝日、 月 日㈫～ 日㈭を
除く）
ところ 市役所本庁舎３階
問合せ 選挙管理委員会
（☎２４８‐９０２２）
１
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◎令和元年東日本台風 義援金を受け付けています。問合せ 高齢者福祉課
（☎２４８‐９０２０）

23

30

広告の問い合わせはアド・コマー
シャル㈱へ
（☎２９１‐５０７０）

広告欄
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広告欄

広告の問い合わせはアド・コマー
シャル㈱へ
（☎２９１‐５０７０）

・24・

2020年12月号

◎平成 年７月豪雨災害義援金を受け付けています。問合せ 福祉課
（☎２４８‐９００３）
12

72

30

45

15 12

18

30

11

29

※台紙は、市観光協会、蔵の
ついて その２」
●ＡＣ長野パルセイロ
● 月４日～ 日は
まち観光交流センター、参加
講 師
篠塚勉さん
トップチームホームゲーム
「第 回人権週間」
です
店で配布しています。観光協
参加費 無料
（長
問合せ 部落解放同盟須坂市 会ホームページからダウンロ
「みんなで築こう人権の世 ところ 長野Ｕスタジアム
協議会（☎２４８‐０４５６） ードできます。
紀～考えよう相手の気持ち、 野市）
※詳細はお問い合わせいただ
未来へつなげよう違いを認め ▼第 節 ＦＣ岐阜戦
くか観光協会ホームページを
月 日㈰午後２時～
合う心～」を重点目標に掲げ と き
ご覧ください。
（最終戦 )いわてグ ●第 回市内小学生版画展
▼第 節
啓発運動を行います。
問合せ 須坂市観光協会
人権パネルの展示や「よろ ルージャ盛岡戦
月 日㈰午後１時～
ずなんでも相談所」（ ページ と き
市内の小学生の版画作品約 （☎２１５‐２２２５）
参照）を開設します。お気軽 問合せ ＡＣ長野パルセイロ １９６点が展示室を彩ります。
事務局（☎２４４‐７７８０）
にご相談ください。
開催期限
月 日㈰
※日・月曜日、祝日は定休日 ところ 須坂版画美術館
【人権パネルの展示】
期 限
月 日㈮午後５時
入場料 無料
講 座・ 教 室
「衣」
ところ 生涯学習センター
（旧 ●小田切家のくらし
問合せ 須坂版画美術館
中央公民館）
（☎２４８‐６６３３）
●介護予防サポーター
くらしをテーマに「衣・食・
問合せ 人権交流センター
住」を３回に分けて収蔵品展 ●すざかスイーツスタンプ
（☎２４５‐０９０９）
養成講座〈全５回〉
を開催しています。
ラリー
第２回目は「衣」にまつわる
介護予防を地域で実践する
●認知症家族のつどい
資料を展示します。
市内には、クラシックな老 ボランティアの養成講座です。
月 日㈪～２０２ 舗菓子店、おやつ処、カフェ ※教室修了者は、地域で介護
認知症の方の介護者同士、 期 間
などスイーツのお店がたくさ 予防を目的とする自主グルー
日頃の介護体験や感じたこと １年２月９日㈫
などを話し合い、交流を深め 入館料 ３００円（市内 歳 んあります。蔵の町並みを眺 プ活動や、市の介護予防教室
ませんか。今回は家族や仲間 以上および中学生以下無料） めながらスイーツ巡りを楽し のボランティアスタッフなど
で活躍しています。
みませんか。
同士で上手に話しを聞く方法 問合せ 旧小田切家住宅
と き ▼ 月 日㈮▼２０
期 限 ２０２１年２月 日㈰
も学びます。
（☎２４６‐２２２０）
参加方法 参加店で税込５０ ２１年１月 日㈮▼１月 日
と き
月 日㈮午後１時
０円以上のスイーツ購入（ま ㈮▼２月中旬▼２月下旬
分～３時 分
●人権問題学習会
たは飲食）をすると、応募台 各回ともに午前９時 分～
ところ 生涯学習センター
（旧
中央公民館）２０３教室
と き
月 日㈫午後７時 紙にスタンプを一つ押印して 時 分
もらえます。市内の 店舗の ところ 防災活動センター
対 象 認知症の介護者など ～８時 分
参加費 無料
ところ 本郷人権ふれあいセ 参加店を巡って、スタンプを 内 容 ▼介護保険制度と介
三つ集めると、粗品がもらえ 護予防▼転ばない体づくりの
問合せ 地域包括支援センター
ンター
コツ▼認知症の理解▼これか
（☎２４５‐４５６６）
演 題 「松代藩の『孫六』に ます。
30
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らの活動について など
※新型コロナウイルス感染拡 《譲ってください》
対 象 市内在住 歳以上の方
※市の介護予防教室や自主グ 持ち物 ▼飲み物▼タオル▼ 大防止のため、イベントや催 ▼ベビーハイチェアー▼ベビ
ループの見学（２回程度）もあ マスク
し、講座などが延期または中 ー服女児用
（ ～ サイズ）▼
ります。
止になることがあります。
幼稚園の制服・運動着
（女児用）
※動きやすい服装
参加費 無料
なお、開催に関しては主催 【
《差し上げます》
と《譲ってく
問合せ 地域包括支援センター
対 象 ▼ボランティア活動 （☎２４５‐４５６６）
者にお問い合わせください。 ださい》の申込期限と抽選日】
に興味のある方▼介護予防に
申込期限
月 日㈫
関心のある方▼自主グループ
交渉順位抽選
月 日㈭午前
善意の窓口
活動を行いたい方▼自分の生
※リサイクル情報の登録は随
きがいづくりや仲間づくりを
時受け付けています。
したい方 など
申込・問合せ 市民課
《寄附》 
●うつ病の方の家族教室
※市内で活動していただける
▼地域貢献のため（消毒液ス （☎２４８‐９００２ )
方に限ります。
うつ病は回復に時間がかか タンドと消毒液３セット）…
定 員
人程度
ることが多く、本人だけでな 第一生命保険株式会社須坂中
申込方法 地域包括支援セン く家族も不安や悩みを抱えて 央営業オフィス様▼災害時に
ター窓口（本庁舎２階）などに います。一人で悩まず、病気 役立つため（非常食１００食
あるチラシに必要事項を記入 や本人との関わりを一緒に学 分）…三益消防機材株式会社
し、直接またはＦＡＸでお申 びませんか。
様▼高齢者福祉のため（現金）
し込みください。電話でも受 と き
月 日㈭午後１時 …株式会社みらいさい福祉会
け付けています。
（愛光苑すざか運営法人）様▼
分～３時 分
申込期限
月 日（金）（土・ ところ 保健センター
地域産業の発展のため（現金）
日曜日を除く）
講 話 「うつ病の理解と家 …一般社団法人長野県労働基
申込・問合せ 地域包括支援 族の関わりについて」
準協会連合会様・一般社団法
センター（☎２４５‐４５６６ 講 師 杉浦宏子さん（佐藤 人中野労働基準協会様▼博物
２４８‐１１１９）
館収蔵資料の充実のため（吉
病院副院長・精神科医）
向焼１点）…小池よし子様▼
対 象 うつ病の方の家族
動物園の充実のため（現金）…
参加費 無料
●高齢者健康教室公開講座
匿名
定 員
人（先着順）
転倒予防の体操や認知症予 申込方法 電話または窓口で
防に関するコツを学び、楽し お申し込みください。定員に
リサイクル情報
く頭も体も動かしましょう。 達し次第、申し込みを終了さ
と き
月 日㈭午前 時 せていただきます。
※個別での相談にも応じます。 《差し上げます》
分～正午
申込・問合せ 保健センター ▼スキーウェア女児用（１４
ところ 保健センター
３
階
(
)
０と１５０サイズ）
内 容 ▼体操▼脳トレ など （☎２４８‐９０２３）

広告の問い合わせはアド・コマー
シャル㈱へ
（☎２９１‐５０７０）

広告欄
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【特定公共賃貸住宅】

入居者募集 【市営住宅】

12

15

間取り

募集団地

間取り

募集団地

８

90

※…身体障がい者世帯用
※Ｙ…浴槽あり Ｂ…浴槽なし
募集期間 12月１日㈫～９日㈬
（土、
日曜日を除く）
抽選日時 12月14日㈪午前９時
申込・問合せ 長野県住宅供給公社須坂管理センター
（☎２１４‐５６２０)

10

80

12

12

○旭ケ丘Ｓ２- ２０４ ３ＤＫＹ
家 賃
66,000円
敷 金
家賃の３カ月分
要 件
同居親族・所得など

３ＤＫＹ
３ＤＫＢ
３ＤＫＢ
３ＫＢ
２ＤＫＹ※
３ＬＤＫＹ

１戸
２戸
８戸
１戸
１戸
１戸

部
部
丘
沢
広
原

○屋
○屋
○豊
○境
○末
○西

20

12

12

17

11

11

30

30

17

65

◎令和２年７月豪雨災害義援金を受け付けています。問合せ 福祉課
（☎２４８‐９００３）

15

市外局番…
（026）

12月６日㈰
12月13日㈰
12月20日㈰
12月27日㈰
12月31日㈭
１月１日㈷
１月２日㈯
１月３日㈰

かおり薬局
クスリのアオキ旭ケ丘薬局
クスリのアオキ墨坂薬局
蔵の町薬局、薬局 マツモト
キヨシ芝宮前店
グリーン薬局、立町中央薬局
蔵の町薬局、コスモス薬局
幸高中島ファミリー薬局、
わかば薬局
オリジン薬局、コスモファ
ーマ高山薬局

※蔵の町薬局は31日と２～３日を
除き、営業します。
※薬局 マツモトキヨシ芝宮前店は
20日と31～３日を除き、
営業します。

休日緊急診療室（小児科・内科）
と

き

日曜日・12月30日㈬
～2021年１月２日㈯
9:00 ～12:00、13:00 ～17:00
ところ 県立信州医療センター
問合せ ☎245‐1650
※咳、
発熱、
喉の痛みなど風邪の
症状のある方は、受診前に必ず
電話してください。
※休日緊急診療室は、
須高医師会、
信州医療センター、
須高行政事務
組合が共同で運営しています。

各種健康相談
【保健センター健康相談】
電 話 ☎248‐9023
と き 月～金曜日※9:00～16:00
ところ 保健センター
※来所前にお電話で予約してください。
【妊娠・子育てなんでも相談
「おひさま」
】
電 話 ☎213‐6400
と き 月～金曜日※8:30～17:15
【悩み無料ダイヤル】
電 話 ☎0800‐800‐7223
と き 月～金曜日※8:30～17:15
※12月29日～１月１日を除く

12月の乳幼児健康診査・相談・講座、
予防接種
（会場：保健センター）

【乳幼児健康診査・相談・講座】
健診名
３カ月児
健康診査
１ 歳 児
健康相談
1歳6カ月児
健康診査
２ 歳 児
健康相談
３ 歳 児
健康診査
もぐもぐ
離乳食講座
かみかみ
離乳食講座

日

受付時間

対象者

４
（金）

令和２年８月１日～８月31日生

１/８
（金）

令和２年９月１日～９月30日生

15
（火）

令和元年11月14日～12月15日生

混雑を避ける
ため、受付時
10(木） 間を変更して
開催します。
１/12
（火） 対象の方には
個別にご連絡
22
（火） します。
18
（金）

令和元年５月15日～６月９日生
平成30年11月４日～12月10日生
平成30年12月11日～
平成31年１月７日生
平成29年11月22日～12月22日生

24
（木）

令和２年６月１日～６月30日生

１
（火）
１/14
（木）

令和２年３月１日～３月31日生
令和２年４月１日～４月30日生

※持ち物は各戸に配布している健康カレンダーをご確認いただくか、健康づ
くり課までお問い合わせください。３カ月児健康診査・１歳児健康相談・１
歳６カ月児健康診査・離乳食講座はバスタオルを、１歳６カ月児健康診査・
３歳児健康診査はフェイスタオルをお持ちください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止・延期する場合が
あります。市ホームページなどでお知らせしますので、ご確認ください。

【個別予防接種】
開始対象者

（会場：各医療機関）
予防接種名

対象年齢

ロタウ ロタリックス 生後６週～24週
イルス ロタテック 生後６週～32週
令和２年10月生
生後12カ月
（１歳）
の前日まで
Ｂ型肝炎
(標準的な接種期間は２カ月～９カ月の前日）
ヒブ・小児用肺炎球菌 生後２カ月～60カ月
（５歳）
の前日まで
令和２年９月生 四種混合１期初回 生後３カ月～90カ月
（７歳半）
の前日まで
令和２年７月生 ＢＣＧ

生後12カ月
（１歳）
の前日まで
(標準的な接種期間は５カ月～８カ月の前日）

麻しん・風しん1期 生後12カ月～24カ月
（２歳）
の前日まで
生後12カ月～36カ月
（３歳）
の前日まで
水痘
生後６カ月～90カ月
（７歳半）
の前日まで
平成29年12月生 日本脳炎１期初回
(標準的な接種期間は３歳～４歳の前日）
９歳～13歳の前日まで※
平成23年12月生 日本脳炎２期
(標準的な接種期間は９歳～10歳の前日）
11歳～13歳の前日まで
平成21年12月生 二種混合
(標準的な接種期間は11歳～12歳の前日）
【持ち物】
対象予防接種の予診票、母子健康手帳、住所確認ができるもの
※生年月日によって対象年齢が異なります。詳しくは
「健康カレンダー」
をご
確認ください。
令和元年12月生

◎毎月第３日曜日は「家庭の日」…… 親子でルールを決めていこう スマホやゲームの使い方

日曜日・祝日の当番薬局

【問合せ】
▼乳幼児健康診査・相談・講座…健康づくり課母子支援係
（☎248‐9023）
▼個別予防接種…………………健康づくり課保健予防係
（☎248‐9018）

広告欄

広告の問い合わせはアド・コマー
シャル㈱へ
（☎２９１‐５０７０）
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公民館 だより

語り継ぐ小串鉱山の遺産

50

が直接鉱山街に出向いて各家
を回ることもありました。
小串で暮らす人たちの生活
圏が須坂にあったため物がよ
く売れ、当時の須坂の商店は
大いににぎわったそうです。
小中学校を小串で過ごした
講師の小山さんは「素晴らし
い自然の中にある鉱山周辺に
は、荒廃した建物や鉱山くず
が今も残っています。産業遺
産との声もありますが、自然
を戻し『生の遺産』を後世に
残していってほしいと考えて
います」と話しました。

▲当時の須坂駅前にあった鉱山事
務所。現在はシルキー

参加者の感想
・小串鉱山のことは知ってい
ましたが、硫黄鉱山などの
歴史を知らずただただ驚い
ています。このことが語り
継がれていくことを願わず
にはいられません。

大学４年間、苦楽
を共にした友人たち
と離れて、間もなく
年になる。お互い
の安否確認は、もっ
ぱら年賀状とそれぞれ季節の
地場産品を送り合っての電話
となる▼それぞれの環境や立
場により違いはあるが、話題
の中心は年代とともに変わり、
主に青年期では恋愛・結婚・
子ども、中年期は仕事・社会
情勢、そして現在は健康・親・
孫、さらに（ある意味人類の
危機と言える）コロナ禍が追
加▼永い地球史の中で生物と
言われる物が登場し、生存競
争やさまざまな地球環境の変
化により大半の生物が絶滅し、
生き残った生物の中でまた大
半が絶滅…を幾度も繰り返し、
生き残った生物が環境に適応
して進化し、幾多の危機を乗
り越え現在に至る。現人類も
その一種だそうだ。連綿とつ
ないで来た命。気が遠くなる
ような永い道のりだ▼話しは
飛んでしまったが、今
（まで）
生きている自分、昔からの友
達との会話は、元気をもらえ
る。会ってまた飲みたいもの
だ。今後の話題の中心は何か
？終活か？まだ早い。人生１
００年時代。…と言われてい
る。

40

中央地域づくり推進委員会 第３部会
月６日㈫、生涯学習センターで歴史講座が開催され、
人が集まりました。かつて栄えた小串鉱山の記録映画「雲
上のまち 小串鉱山」の鑑賞と、講師の小山賢一さんから
小串鉱山についてお話を聞きました。
10

30

鉱山街の暮らし
つまごい

昭和 年の大気汚染防止法
制定に伴い、石油から硫黄が
生産されるようになりました。
この方法はコストがかからず
多くを生産できるため、鉱山
での仕事が減り、採算が取れ
なくなってしまった各地の硫
黄鉱山は次々と閉山していき
ました。そして小串鉱山も昭
和 年に約 年の歴史に幕を
閉じました。
43

須坂の町と小串鉱山

46

須坂は小串鉱山からの硫黄
搬出の起点であり、鉱山で採
掘された硫黄は、索道（ロー
プウェイ）を使って峠を越え
高山村に運搬され、その後ト
ラックで長野電鉄須坂駅に、
そこから全国へ運ばれました。
生活物資や生産資材の供給
地としても関係が深く、鉱山
での物資の多くは須坂の商店
から索道を使って運ばれてい
ました。時には薬屋や呉服屋

2020年12月号
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55

長野県高山村と群馬県嬬恋
村の県境に「小串鉱山跡」が
あります。かつては国内２番
目の硫黄生産量を誇る鉱山で、
最盛期の昭和 年代には月に
約２千トンもの硫黄を生産し
ていました。鉱業従事者とそ
の家族が暮らす人口２千人ほ
どの鉱山街があり、学校や診
療所などさまざまな施設もそ
ろっていました。

▲小串鉱山の町並み

704
２０２０年１２月 1 日発行

発行･編集 須坂市生涯学習推進課（須坂市生涯学習センター） 〒 382-0013 須坂市大字須坂 747 番地イ
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実りの秋にお米を収穫

月 日㈯、豊
洲地域公民館で
「ハ
ロウィンを飾るト
ールペイント」が
行われ、参加者
人でハロウィンに
ぴったりなカッテ
ィングボードのペ
イントを楽しみま
した。ジャパンカ
ントリーアート協
脱穀を体験
会認定講師の丸山
志保さんが講師を
稲刈りから約２週間後、脱
務めました。
穀作業を行いました。機械の
他、昔ながらの千歯こきや足
踏み脱穀機を使って、やり方 夢中になって色付け
を学びながら「昔と今ではこ
トールペイントは、アクリ
んなに違うんだね」と作業や
効率の違いに驚いていました。 ル絵の具を使った手芸の一つ
最後にふれあい教室実行委 で、木やガラスなどに描くア
員長の花井さんは「皆さんの ートです。古くはヨーロッパ
おかげで、無事に収穫を終え で彫刻や家具、ブリキなどに
ることができました。今日の 絵を描いて装飾していたこと
経験を小学校時代の思い出の
一つにしてください」と話し
ました。
▲昔の機械は大変と力を入
れて脱穀しました

子どもたちの感想
・稲を刈ったり束ねたりする
のは思った以上に大変だっ
たけど、すごく達成感があ
りました。
・田植えはできなかったけど、
収穫は自分たちでできて良
かったです。

が始まりと言われています。
講師の丸山さんから月と夜
空が描かれたカッティングボ
ードが配られました。ボード
にはうっすらとカボチャやお
化けのキャラクターの輪郭が
描いてあり、それに沿って色
を塗っていきます。一度塗っ
ただけでは完全に色が付かず、
何度も同じ箇所を塗っては、
その都度ドライヤーで乾かし
て上塗りしていくことで、絵
に厚みが出ることを丸山さん
から教わりました。
完成には約３時間要しまし
たが、参加者は作品を見てと
ても満足そうにしていました。

参加者の感想
・初めての経験でしたが、と
ても楽しく夢中になってし
まいました。
・先生のサポートが大変助か
りました。技術などをこれ
から覚えていきたいです。

・28・

2020年12月号

井上地域づくり推進委員会
井 上 地 域 づ く り 推 進 委 員 会・ ふ れ あ い 教 室 実 行 委 員 会 で
は「 子 ど も の 食 育 」 な ど を 目 的 と し て 水 稲 づ く り を 行 っ て
い ま す。 ５ 月 に 植 え た 稲 が 立 派 な 穂 を 付 け、 井 上 小 学 校 ５
年生児童 人が実行委員の皆さんと一緒に収穫しました。

▲「おいしくな～れ」と願い
を込めてはぜ掛けしました

子どもたちは「難しい」と言
いながら悪戦苦闘していまし
た。
稲刈りが終わると「はぜ掛
け」です。稲を干して穂を乾
燥させるための大事な工程で
す。手間はかかりますが、乾
燥機を使うよりもおいしいお
米になります。
委員の方から指導を受けな
がら、束にした稲を７対３に
割って掛けていきます。抱え
きれないほど運ぶ子や１束ず
つ持ってくる子などさまざま
ですが一生懸命作業しました。

▲右側が完成品です。楽し
さが伝わってきます

待ちに待った収穫
田んぼ一面が黄金色に色付
き、実った稲穂を前に子ども
たちが並び、稲刈りが始まり
ました。委員の皆さんが子ど
もたちに「鎌を使う時は力を
入れすぎなくて大丈夫だよ。」
などとアドバイスしていまし
た。初めはぎこちなかった子
どもたちも時間の経過ととも
にどんどん上達していきまし
た。刈った稲は４～５株をひ
もで束ねるのですが、すぐバ
ラバラになってしまうので、

▲一生懸命刈りました

12

▲見本を見ながらガボチャやお化
けに色を付けます

46

トールペイントを楽しみました

豊洲地域公民館

10

10

井上地域公民館

日㈭
時～正午

た な べ か

き

ところ 田邊花卉園
と き 令和３年１月 日㈫
講 師 田邊恵徳さん
午前９時 分～正午
定 員
人（先着順）
ところ 日滝地域公民館
参加費 ３０００円
（材料費） 講 師 高津孝道さん
持ち物 手袋、移植ごて、花 内 容 チキングリル
ポットを入れる袋
参加費 １５００円
（材料費）
持ち物 ナイフ、フォーク、
月１日㈫
申込開始
エプロン、三角巾、
問合せ ☎２４５‐８１１８
食器用ふきん、持ち
※平日午前８時 分～午後５時
帰り用容器
定 員
人（先着順）
日滝地域公民館
申込期限 令和３年１月５日㈫
問合せ ☎２４８‐１６８６
お正月

アレンジフラワー教室

和紙でラッピングして、お
正月のアレンジを作ります。

と き
月 日㈮
午後１時 分～３時
ところ 日滝地域公民館
講 師 安野悦子さん
参加費 ２８００円
（材料費）
持ち物 花ばさみ、定規、筆
記用具
定 員
人（先着順）
月 日㈭
申込期限
問合せ ☎２４８‐１６８６

ふっくらジューシーなチキ
ングリルを作ります。

高津住職のお勝手

※平日午前９時～午後４時 分

30

ハッピーエンド講演会

月
午前

25

12

お正月用

日野地域公民館

※平日午前９時～午後４時 分

30

と き

ところ
講 師
参加費
持ち物
定 員

申込開始

※平日午前８時 分～午後５時

問合せ

月 日㈪
午前 時～正午
日野地域公民館別館
古平静子さん
１９００円
（材料費）
花ばさみ
（お持ちの方）
人（先着順）
月１日㈫
☎２４６‐２２７４

同じお花を使っても作品に
個性が出ます。自分なりのア
レンジメントを楽しみません
か。

盛花アレンジメント教室

30

30

17

元気な時から、人生の最期
のステージを自分らしく迎え
るために「今」何をしたらよ
いか考えてみませんか。
と き
月 日㈪
午後１時 分～
３時 分
ところ 井上地域公民館
講 師 宮澤智史さん
（司法書士）
参加費 無料
定 員
人（先着順）
問合せ ☎２４６‐２４８８
※平日午前８時 分～午後５時

クリスマス・お正月用
寄せ植え講座

仁礼コミュニティセンター

き

アレンジした華やかな寄せ
植えで新年を迎えましょう。
と

体験

10

12

12

生涯学習推進員会
活動だより
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アレンジフラワーサークル
「チューリップ」

▲講師の作品

アレンジフラワーサークル
「チューリップ」は、アレン
ジフラワー講座を受講した仲
間が立ち上げた自主グループ イスをもらい、講師が残った
で、 年続いています。活動 花と花材を見て「材料を無駄
の場を井上地域公民館に移し にしないで使うのよ」と、花
への愛情もしっかり伝授して
て３年目になります。
現在の会員は８人で、講師 もらいました。
長く続いている理由をお聞
は生涯学習推進員の小森カズ
エさんです。毎月第２金曜日 きすると「花のある暮らしが
の午後６時から午後９時まで 良い」「そのまま持って帰っ
て飾れる気軽さが良い」「仕
活動しています。
花の長さ・挿す順番・場所 事が終わってから来ても講師
などを示したテキストと講師 が待っていてくださる。それ
の見本を参考に、皆さんが作 に仲間がいいの」と、笑顔で
業を進めていきます。私も体 話されました。お互いを思い
験させていただきましたが、 やる優しい気持ちがあふれて
同じ材料でも花の向きや先端 いる会でした。皆さんの弾む
の曲がり具合で挿す位置も違 声を聞き、私のアレンジも講
って、とても難しかったです。 師に助けられ、花が踊ってい
また、「花の形を生かして挿 るように出来上がりました。
これからも、仕事や育児、
してみて」と講師からアドバ
家事、アレンジフラワーと忙
しいと思いますが、どれも頑
張ってくださいね。応援して
います。
（生涯学習推進員会広報部会
竹前 記）
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市外局番…(026)

お 知 ら せ

▲楽しく活動しています

市外局番…(026)

お 知 ら せ

令和３年
令和２年

須坂市成人式

新成人の皆さん、おめでとうございます。
須坂市・須坂市教育委員会では、新成人の前途をお祝いするため、令和３年の成人式を行います。
友人同士お誘いあわせのうえ大勢の方のご出席をお待ちしています。
と き
ところ
内 容

令和３年１月10日㈰ 午後３時15分～４時55分
メセナホール
・受
付
午後２時30分～３時10分
・オープニング
午後３時15分～３時20分
・式
典
午後３時20分～３時45分
・アトラクション 午後３時55分～４時55分

お願い

新成人、保護者以外の入場はご遠慮ください。
飲酒されての入場、および飲食物のホールへの持ち込みはできません。
メセナホールは全館禁煙です。喫煙はご遠慮ください。
当日、体調不良等により出席を控えた、新成人および保護者に向けて、
インターネット配信する予定です。
※成人式の様子をＤＶＤにして、３月上旬に1,000円で頒布します。
ご予約など、詳細は１月号で掲載します。
生涯学習推進課 ☎２４５‐１５９８

その他

問合せ

対

象

平成12年４月２日～平成13年４月１日生
まれで本人または家族が市内在住の方
※該当の方には、
11月中に案内状をお送りしまし
た。案内状が届かない場合はご連絡ください。
駐車場 混み合いますので、できるだけ乗り合わ
せて、お早めにおでかけください。

令和３年の成人式を盛り上
げるため、新成人スタッフが
会議を行い、アトラクション
を企画中です！「あんなこと
もあったな」と、懐かしい気
持ちになれる内容を考えてい
ますので、新成人の皆さんお
楽しみに♪

生涯学習推進課から
のお知らせ

エレベーター改修工事

令和３年１月７日㈭から２
月下旬までの予定で、生涯学
習センターのエレベーター改
修工事を行います。
12
26

施設が使用できません

床のクリーニングを行うた
め、生涯学習センターを使用
することができません。
※西館は使用できます。
と き
月 日㈯～ 日㈰
問合せ ☎２４５‐１５９８

年末年始の休館のお知らせ

29

●工事期間中は終日、エレベ
ーターを使用することができ
ません。
●正面北側の出入口が使用で

きませんので、正面南側また
生涯学習センター、各地域
は駐車場側の入口をご利用く 公民館、仁礼コミュニティセ
ださい。
ンター、旭ヶ丘ふれあいプラ
ザ、旧上高井郡役所は次のと
各部屋は通常どおりご利用 おり終日休館します。
できますが、工事に伴う騒音
【
休
館
期間】
や振動、においなどが発生す
月 日㈫～
る可能性もあります。また、
令和３年１月３日㈰
一部の通路などを利用制限す 問合せ ☎２４５‐１５９８
る場合もあります。
ご不便をおかけしますが、
書初めをしよう！
ご理解ご協力をお願いします。
中止のおしらせ
問合せ ☎２４５‐１５９８

来年の「書初めをしよ
う！」は新型コロナウイ
ルス感染症予防のため中
止とさせていただきます。
問合せ 生涯学習センター
☎２４５‐１５９８

12

新型コロナウイルス感染症
の状況によっては、成人式の
予定を変更する場合がありま
す。詳細は市ホームページで
お知らせします。
右のＱＲコードか
らご覧いただけま
す。

27
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（026）

子育て支援センター・児童センター
屋部町 ☎/248-2330

２日㈬ 11:00～ ミニ運動会（パラバルーンなど）
９日㈬ 11:00～ カレンダー作り＆お話しを
楽しもう！
16日㈬ 11:00～ ☆クリスマスお楽しみ会☆
（楽器を作ろう！）

東部児童センター
幼児・親子

高橋町 ☎/246-0079

２日㈬ 11:00～ クリスマスプレゼント作り
16日㈬ 11:00～ 松ぼっくりツリーを作ろう
23日㈬ 11:00～ ☆クリスマス会☆

北部児童センター
幼児・親子

※12月の
「家庭相談員による子育て相談」
と
「管理栄
養士による食育相談」
はお休みです。
問合せ 子育て支援センター
（中央児童センター内）
☎/２４５‐６５８８

南部児童センター
幼児・親子

★集まりの日
（11:00～）
９日㈬ おはなしポケット
職員による、クリスマスのおはなしや歌遊び、ふ
れあい遊びなどを親子で楽しみましょう。
15 日㈫、16 日㈬ クリスマスプレゼント作り
牛乳パックを使って、とびたすビックリ箱を親子
で作りましょう。
23日㈬、24日㈭ クリスマス会
皆で歌を歌ったり、サンタさん
からプレゼントを もらいまし
ょう。

北旭ケ丘町 ☎/248-8381

２日㈬ 10:30～ クリスマスプレゼント作り♬
９日㈬ 11:00～ ヨガ教室
23日㈬ 11:00～ ☆クリスマス会☆

【未就学児の利用時間】
子育て支援センターの利用は、
月～金曜日は10:00～12:00と13:00～14:45、
土曜日は10:00～12:00です。
南部・東部・北部児童センターの親子の利用は、
月～金曜日10:00～12:00です。
【一般児童の利用時間】
中央児童センターの一般児童の利用は、
月～金曜日は15:00～17:00、
土曜日は14:00～17:00です。
南部・東部・北部児童センターの一般児童の利用は、土曜日のみ10:00～12:00と14:00～17:00です。
【子育て支援センター・各児童センターの利用に関して】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
当面の間は利用人数などを制限しての利用になります。
ま
た、
新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
施設の利
用方法などが変更になる場合があります。詳細は各センタ
子育てのお悩み相談コーナー
ーへお問い合わせください。子育て支援センタ
ー・各児童センターの利用制限などの詳細は、
市
子育て支援センターの保育士
ホームページ（右記ＱＲコードから接続できま
が皆さんの悩みにお答えします。
す）でも確認できます。
【言葉のお悩み】
Ｑ．２歳３カ月の男の子を育てていま
す。周りの子より発語が遅いように感
じます。どうしたら良いですか。
Ａ．発達には個人差があります。大人
の言葉をある程度理解しているのであ
し ば た
り つ き
れば、様子を見てください。言葉の発
柴田 律樹 くん
達には親の関わりがとても重要です。
（１歳３カ月）
身近にあるものを繰り返し教えたり、
お父さん…直樹さん／お母さん…茜さん
いろいろな遊びを経験し、たくさん話
お父さんの
「樹」
を使った名前にしたいと考え、
「律」
が
しかけるなどすることで言葉を覚えて
ふっと浮かびました。
「律」
を調べてみると、
「
正しい」
や
いきます。お子さんが身振りで伝えて
「強い意志」
など意味も良く、何よりボウリングが大好き
きたら、しっかり状況を読み取って言
な一家なので、かつてのボウリング黄金期を築いた１人
葉で伝えてあげましょう。口元が見え
である中山律子さんと同じ字というところも決め手にな
ると言葉を覚えるのにプラスになりま
りました。
すが、現在はマスクが欠かせない状況
律樹はボール投げが大好きで、家族でよく行くボウリ
ですね。お子さんは表情をよく見てい
ング場で誰かがストライクを取ると、最近では拍手をし
ます。笑顔で優しく接してください。
て盛り上げてくれます。
２歳６カ月を過ぎても言葉の遅れが
いつも元気で日々家族を笑顔にしてくれる律樹と一緒
にボウリングできる日が楽しみです。
気になりましたら、妊娠・子育てなん
このコーナーに登場してくれるお子さんを募集しています。
でも相談に相談してみてください。

ビューティフルネーム

掲載を希望される方はお気軽に政策推進課へ
（☎248-9017）
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クリーンピア千曲災害復旧だより
昨年10月の令和元年東日本台風から１年が経過しました。大きな被害を受けたクリーン
ピア千曲ですが、復旧作業も徐々に進み施設の機能も一歩ずつ回復してきましたので、11
月現在の状況をお伝えします。
く

地下約20mの下水管から汚水を汲み上げる揚水ポンプ
が10月に復旧し、運転を再開しました。このポンプの
復旧により、安定した汚水の汲み上げが可能になり、
かん

あふ

雨天時などにマンホールから汚水が溢れる心配や、管
きょ

渠内で滞留した汚水による悪臭も低減しました。

揚水ポンプの復旧 （R2.9)
揚水ポンプが復旧するまでの間は、仮設
ポンプ８台を設置して、地上の仮設配管で
水処理施設に送水していましたが、現在は
仮設ポンプ、仮設配管の撤去も進み、雑然
とした場内の風景がまた一歩、従来の姿に
近づきました。
また、汚水の浄化については、これまで５
系列中２系列の池で生物処理を再開してい
ましたが、
11 月からはさらに 1 系列を復旧し、
現在、
３つの系列で生物処理を行っています。

整備中のエアレーション装置

従来の仮設配管

仮設配管の撤去

復旧した水処理系列（R2.11)
さらに、汚水を浄化する際に発生する汚泥の脱
水機も２台中１台が10月に復旧し、屋外に設置
していた仮設の汚泥脱水機２台のうち１台を撤
去しました。

No1 仮設脱水機の撤去（R2.9)

2020年12月号
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被災直後からの放流水質の変化

放流水質はその時々の復旧工事などの影響も受け変動していますが、12月以降、５系列の水処理施
設のうち残る２つの系列についても順次復旧し、今年度末には５系列全ての池で生物処理を行う予定
です。また、汚泥焼却炉、管理本館電源設備・運転制御設備など全ての施設（運動施設を除く。
）
の本
復旧は令和４年３月を目指しています。

現在の汚水処理工程の概要

クリーンピア千曲では「ＯＮＥ ＮＡＧＡＮＯ」を合言葉に、多くの皆様の力を得て復旧を急いで
います。ご迷惑をおかけしている皆様には、今しばらくのご理解とご協力をお願いいたします。
ーお問い合わせ先ー
千曲川流域下水道事務所下流施設課
（ｸﾘｰﾝﾋﾟｱ千曲）
電話:026‐257‐4000 FAX：026‐257‐4428
電子メール：chikumagawaryuiki@pref.nagano.lg.jp
ホームページ：https://www.pref.nagano.lg.jp/chikumagawaryuiki/
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プロジェクションマッピングで
医療従事者などへ応援メッセージ

10

学校１年生の山岸翔梧さんが
時間をかけて作り込んだプロ
グラムをその場で調整し、
月 日午後７時から市役所東
庁 舎 に 投 影 さ れ、 応 援 メ ッ
セージを送りました。
プロジェクションマッピン
グとは、
コンピュータで作成し
たＣＧとプロジェクタなどの
映写機器を使って、建物の壁
などに映像を映し、時には音
と同期させる技術の総称です。
応援メッセージの他にも、
須坂エクササイズや須坂みん
なの花火、スザカイザーなど
も投影されました。
月 日は、人が集まらな
いように場所などを非公開と
させていただきました。
当日の映像に加えて、今回
寄せられた 件全てをご紹介
した動画を作り
ましたので、下
のＱＲコードか
らアクセスして
ください。

問合せ 健康づくり課
（☎０２６‐２４８‐９０１８）

市では、新型コロナウイル
ス感染症の治療などに対応さ
れている医療従事者をはじめ、
コロナと闘う全ての方を応援
しようと、感謝と応援メッセ
ージをツイッターで募り、
件が寄せられました。
寄せられたメッセージの一
部を、名古屋大学大学院情報
学研究科の遠藤守准教授と、
市内在住で長野工業高等専門

23

みてみて すざかしどうぶつえん⑧
■メリークリスマＺＯＯ
と き
月 日㈯、 日㈰
え と
■干支の引き継ぎ式
ネズミ
ウシ
子から丑へ干支を引き継
ぎます。
と き
月 日㈰午後１
時 分～１時 分
■冬至イベント
カピバラ温泉がゆず湯に
なります。
と き
月 日㈫
■動物園でハッピーニュー
イヤー
と き ２０２１年１月１
日㈮～３日㈰午前 時～午
後３時（入園は午後２時
分まで）
■動物たちに年賀状を送ろ
う
動物園にいる好きな動物
に年賀状を送ってください。
募集期間
月 日㈫～２
０２１年１月 日㈮
送 付 先 〒３８２‐００２８
須坂市臥竜２‐４‐８
須坂市動物園
※新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、イベン
トは縮小させていただいて
おります。
■年末など休園日のお知らせ
月 日㈪から 日㈭は
休園日です。
15

12

快適住宅はどんな家

心して繁殖ができるように、
今春からフラミンゴ舎に鏡を
設置しました。鏡に映る自分
たちの姿を見て「たくさんの
仲間がいる」と思ってもらえ
ることが目的です。
最初は驚いてしまったのか、
鏡のある場所になかなか近づ
こうとしなかったフラミンゴ
たちですが、しばらくすると
鏡の近くでよく過ごすように
なりました。今年の繁殖シー
ズンは残念ながら卵を産むこ
とはありませんでしたが、フ
ラミンゴたちが一生懸命巣作
りした様子を観察できました。
安心して繁殖できるように、
これからもよりよい住環境を
求めていきます。

10

31

12

15

31

10

私たち人間は住宅に求める
条件がいろいろあります。動
物たちにもそれぞれ住まいに
求める環境があります。
今回は、チリーフラミンゴ
たちの獣舎の工夫を紹介しま
す。

野生のチリーフラミンゴは、
南アメリカにあるペルーから
チリ南端、ブラジル南端から
アルゼンチンの山地の塩水湖
に数百から数千にもなる群れ
を作って生活しています。
当園では現在 羽のフラミ
ンゴを飼育しています。野生
と比べると、とっても小さな
群れです。野生環境とは異な
りますが、安心して暮らすこ
とができています。さらに安
21
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市民リレー
インタビュ ー

このコーナーは、普
段須坂市に関して思っ
ていることや、考えて
いることなどを市民の
方にインタビューしま
す。
今月号は、アオキタ
カエさんからバトンを
引き継いだ永山宏さん
にインタビューしまし
た。

永山宏さんは、群馬県で生
まれましたが、幼少期に長野
市に来ます。高校卒業後、美
術を学ぶため東京の専門学校
へ行きました。一昨年結婚し、
店舗兼住宅を求め、昨年須坂
市に引っ越してきました。

手描きの看板屋さん

クや車などにも描きます。
手描きは唯一無二で、個性
があります。それらに加えて
風合いもあります。
昔の看板には味があり、そ
の時代の様子が分かります。
文字やイラストにしても同じ
物がなく、そんなところが大
好きです。職業病なのか、物
を見るとき、イラストや字体
が目に入ります。見たことの
ない字体に出会うと、ワクワ
クします。
この仕事は感性も大切で、
たくさんの物を見るようにし
ています。気になった物は写
真に撮るなどしています。
須坂の町並みも好きで、蔵
の町の建物や看板からも刺激
を受けて得ることが多いです。

リフレッシュできる
自然が豊か

妻の影響を受けて自然にふ
れる楽しさを知りました。
描くことが仕事なので、自

然にふれることで、非日常的
な感覚になり、リフレッシュ
できます。須坂には自然がた
くさんあり、お昼を持って臥
竜公園や百々川へ出かけ、ゆ
っくりした時間を過ごします。
また自宅周辺にも緑が多く、
癒やされます。
来年１月には家族が１人増
えるので、３人で須坂の自然
を満喫したいと思います。

町や近所付き合い

引っ越して来て感じたこと
は、近所の温かさです。町の
ことを親切に教えてくれたり、
妻が妊娠しているため、身体
を気遣ってくださいます。
また町の役員や消防団の入
団も決まっています。地域と
のつながりを大切にしていき
たいと思います。

2020年12月号

・35・

な が や ま ひろし

祖父が絵描きであったため
その影響を受け、小さいころ
から絵を描くことが好きでし
た。
前職の木材建築金物店で働
く傍ら、Ｔシャツなどをデザ
インしていたこともあり、閉
業を機に自分の好きな手描き
をやろうと決意しました。
「 KOKA FACTORY
」
の名で手描
きの看板屋として店を構え、
手描き文字やイラストをバイ

永山宏さん
（福島町）

№９

「クックパッド」
須坂市公式キッチン

信州須坂の台所
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レシピ投稿検索サイト
「クックパッド」
に、須坂市
公式キッチン
「信州須坂の台所」
を掲載しています。
その中から、毎月おすすめ料理を紹介します。

食べ物マメ知識

松風焼き

お正月料理の一つとされる松風焼き。
表面にごまをまぶし、裏は何もない状態
の食べ物であることから「裏には何もな
い。隠し事がない正直な生き方ができる
ように」
という意味が込められています。

【材料】
（４人分）

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

☎０２６‐２４５‐１４００（代表） ０２６‐２４６‐０７５０
〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1

■鶏むねひき肉…200ｇ
■ゆでたけのこ…50g
■コマツ菜…50g
■みそ…大さじ1/2
■酒…大さじ１
■片栗粉…大さじ２
■青のり…適量

■シイタケ…２個
■ニンジン…50g
■卵…１個
■しょうゆ…大さじ１
■砂糖…大さじ１
■白、黒ゴマ…適量

【作り方】◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

調理時間 約20分
１人分の成分
■エネルギー…181kcal
■炭水化物…8.6g
■塩分…1.1g

■たんぱく質…13.1g
■脂質…10.2g

レシピ動画（第33弾）
レシピ動画は、１分程度です。
右のＱＲコードをアクセスすると、
ご覧いただけます。

災 ２
死 者 ０
傷 者 ０
救急出動 176
交通事故 ８
急 病 114
その他 54
救 助 ２
交通事故 ２
その他 ０
火

2020年
１～10月

昨年
同期

10月

2020年 昨年
１～10月 同期

24 14 件数 ７ 87 97
２ ０ 死者 ０ ０ ０
５ ２ 傷者 11 99 112
1655 1950
84 93
1072 1302 ◎火災・救急・救助は
局番なしの１１９
499 555
◎火災などの問合せは
16 14
消防情報ダイヤル
☎２４５-１１１９
９ ６
７ ８

ボウルに鶏むねひき肉を入れて①と
卵、みそ、しょうゆ、酒、砂糖、片
栗粉を加えよくこねる。

③

フライパンにアルミホイルを敷き、
②を入れ形を整え、青のり、白、黒
ごまをふる。

④

ふたをして、中火で15分焼く。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

スマホやパソコンなどで
『広報須坂』を読めます

「マチイロ」 「マイ広報紙」

12

11
14

よもやまばなし

10月

★交通事故

②

▼表紙は 月 日に行われたイベ
ントです。
市外から参加された男性
わり
は、坂田山共生の森にある竜の割
いし
石を見てから、
このイベントに参加
されたそうです。
この割石は
「鬼滅
かま ど たん じ ろう
の刃」の主人公竈戸炭次郎の影響
により知名度アップ中です。（岡田）

★災害情報

シイタケ、ゆでたけのこ、ニンジン
はみじん切りにする。コマツ菜は小
口切りにする。

▼ 月になり、 そろそろクリスマ
スの雰囲気が出始める時期ですが、
今年のクリスマスは、例年とはプ
レゼントが違ってくるかもしれま
せんね。おしゃれなマスクや空気
清浄機など…。どんなクリスマス
になるか注目しています。
（小池）
▼休日の二度寝は幸せな気分にな
りますが、これは幸福感に作用す
る脳内ホルモンによるもので、ス
トレス軽減効果もあるようです。
ただし寝すぎて「休日を無駄にし
た…」と再びストレスを溜めない
ように注意したいものです。（浦野）
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2020年11月１日現在
人口・
・
・
・
・
・
・
・50,345
（-22）
男・
・
・
・
・
・
・
・24,493
（-12）
女・
・
・
・
・
・
・
・25,852
（-10）
世帯・
・
・
・
・
・
・
・20,224
（+10）
（ ）
内は前月比
※住民登録者数による集計

①

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

◇◆

