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ポンプ操法大会開催！
６月19日（日）に町消防団ポンプ操法大会
が開かれました。
結果は８ページに掲載しています。

北国街道歴史展示施設に
北国街道歴史展示施設に
展示品の借用・寄贈のお願い
当施設の展示品として、地域
の方々が保管している村上氏
関係や北国街道関係の史料の
借用又は寄贈をお願いします。
詳しくは広報さかき６月号をご
覧ください。
◎展示品の借用・寄贈につい
てのお問い合わせ先
鉄の展示館
☎・有線８２−１１２８
文化財センター
☎・有線８２−１１０９
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「旧春日邸」に代わる
新しい館名を募集します

▶１階・展示室の内装︒
信濃村上氏関係の史料を展示します

「旧春日邸」の名称で呼ばれてきた当施設
について、10月の開館に併せ、新たな館名を募
集します。
町を代表する日本建築、歴史、コミュニティ
といった観点からの、親しみやすい館名のご応
募をお待ちしています。
応募期間
７月8日〜8月5日
応募方法
館名及び命名理由を簡略に記載のうえ、役
場企画調整課窓口にご提出ください（応募用
紙自由）
館名発表
広報さかき10月号にて掲載発表します。
※館名の決定は選考委員会にて選定します。
ご応募いただいた館名の趣旨を活かし、いく
つかを複合した名前も考慮します。
◎問い合わせ先 企画調整課
☎82-3111（内線225） 有線88-1018
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特

集

▶展示品 坂木村宛駒牽朱
印状
慶長 ８年︵ １６０３年︶︑
坂木村が北国街道の宿場と
して指定されたことを示す
史料︒北国街道の各宿場の
中で︑最も早く宿場指定を
受けたことが分かる

旧春日邸が、
旧春日邸が、信濃村上氏・
信濃村上氏・
よみがえ

甦った「旧春日邸」
・北国街道坂木宿本陣跡
中心市街地の活性化と、にぎわいの創出のための
新たな活用を目指し、昨年12月より本年３月までの間、
立町通りの代表的建築物である「旧春日邸」の改修
工事がなされました。
建築当時（昭和４年）における材と技術の素晴らし
さを訪れた皆さんに堪能していただくため、木部のク
リーニングを中心に、改築を極力避けた改修工事を
実施しました。これにより町を代表する歴史的建築物
として、建築当時の魅力を再現させるかたちで甦らせ
ることができました。
1階では信濃村上氏・村上義清、2階では北国街道
坂木宿の歴史展示を実施するとともに、地域の皆さ
んの交流の場や、訪れた方々の「お休み処」といった
運営方法を検討し、10月の開館に向けた準備が進め
られています。
今回は現時点での邸内の様子と、展示品の一部を
ご紹介します。
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▲１階・交流ホール。交流室１・２ととも
に、
「お休み処」や地域における交流の
場として、また、観光情報の発信の場と
しての活用を計画しています
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▶展示品 川中島合戦図屏風
︵和歌山県立博物館所蔵︶
川中島で繰り広げられた上杉謙信
と武田信玄の戦いを描いた合戦図屏
風︒この中に村上義清の勇姿が描か
れている

▶展示品 村上義清直筆文書
天 文 年 ︵ １ ５ ４ ８ 年 ︶ ２月 ︑ 義
清から上野国︵群馬県︶の小林平四
郎へ出された書状︒この直前にあっ
た上田原の戦いで︑義清が武田信玄
に勝利したことなどが記されている

▶１階・交流室の内装
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広縁３

ール

後藤安孝氏︵㈶日本美術刀保存協会事務 局 長 ︶

７月 日︵土︶ 午後１時 分

鉄の展示館隣接コミュニティセンター２階多目的ホ
２００名
鉄の展示館 ☎・有線８２ １１２８

１０１２

※詳しくは５ページをご覧ください︒

坂城中学校の生徒の皆さんが︑海外

学校教育課
☎８２ ３１１１︵内線２３１︶

・

カ国からの参加者

１０１２

日に開催される﹁信濃村上氏フォーラム﹂に

午前

の意見交換をしませんか︒
８月 日︵土︶
役場講堂︵３Ｆ︶

時〜
※詳しくは広報８月号でお知らせします︒
有線８８

企画調整課まちづくり推進室
☎８２ ３１１１︵内線２２３︶

１０１０

習会を開催します︒フォーラムに向けて知識を広げるため

先立ち︑コーディネーターの笹本正治先生を招いた事前学

月

有線８８

キャンプファイヤーには一般の方も参加できます︒

流協会の皆さんとのキャンプファイヤーも計画しています︒

と︑親睦と交流を深めながら異文化体験をします︒国際交
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※聴講料無料︵鉄の展示館への入館料が必要︶
記念展覧会﹁刀匠宮入行平と宮入一門 〜その 真 髄 を さ ぐ
る〜﹂開催中︵※詳しくは広報６月号をご覧ください︶

韓国の陶芸家と長野県の陶芸家の 作 品 が 一 堂
に会する陶芸展です︒
※詳しくは７ページをご覧ください︒

中国満城県から小
学生を含む友好訪問
団を迎え︑ホームス

テイや学校との教育交流会を行い
ます︒また︑坂城どんどんへも︑

学校教育課

坂城の子どもたちと一緒に参加し
ます︒

有線８８

☎８２ ３１１１︵内線２３１︶

夏休み恒例!!本物の日本刀を作るのは難しいけれど、五寸くぎを使っ
て昔なつかしい手づくりオリジナルナイフを作りましょう。
◆期日 8月6日（土） ◆時間 午前9時〜正午
◆場所 Ｂ.Ｉプラザ坂城 ◆受講料 500円
◆対象者 小・中学生とその保護者
◆定員 15組程度
◆受付開始 7月5日（火）〜定員になり次第締め切り
◎申込・問い合わせ先
鉄の展示館 ☎・有線82−1128

▲昨年の「ナイフ作り」の様子
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鉄の展示館からのお知らせ

夏休み親子体験

宮入刀匠と手づくりナイフを作ろう！
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第28回町民まつり

坂城どんどん

◁

今年も熱い郷土のまつり「坂城どんどん」の季節が
やってきました。
子ども広場を中心とした各種イベントは、午後２時
から。模擬店も多数出店します。お楽しみの「おどり
流し」は夜７時スタートです。
坂城町合併50周年の今年が、思い出に残る素晴らし
い年となるよう、わたしたちの手で町民まつりを盛り
上げましょう。
詳しい日程・内容については、７月下旬にチラシを
全戸配布しますので、そちらをご覧ください。
上
五
明
長
持
ち
連
の
皆
さ
ん

昨
年
の
ど
ん
ど
ん
大
賞
に
輝
い
た

期日
場所

７月30日（土）
横町・立町通り

フリーマーケットや、綱引き大会、アマチュアバンド
演奏会の参加者募集中
まつりの主役は皆さんです。
多くのご参加をお待ちしています。

おどり流しの参加グループ・団体募集中
今年もおどり連コンテストがあります。各
グループ・団体の特色を活かし、受賞めざし
て張り切って踊りましょう。
飛び入り連も用意します。奮ってご参加く
ださい。
☆参加申込は７月15日（金）までに、役場商
工課までお願いします。申込用紙は商工課
にあります。
◎申込・問い合わせ先
商工課 ☎82−3111（内線154）
有線88−1037

バラの咲く風景を写真にしてみませんか？

バラの咲く写真コンテスト
世界に誇れる坂城の花・バラ。
今、大望橋中之条側付近の「さかき千曲川
バラ公園」には世界各地の色とりどりのバラの
花が咲き誇っています。悠々と流れる千曲川の
ほとりに生まれた坂城の新たな風景。そして、
人々の暮らしの中に息づくバラの花。
あなたのお気に入りのバラや、バラの咲く風
景を写真にしてみませんか？

応募について
作品のテーマ・規格
・坂城町内で撮影したバラ、又はバラの咲く風景
・四切〈254mm×305mm〉以上で、額などに入
れてある写真（そのまま展示できる体裁）
・写真の裏に住所、氏名、電話番号、撮影日時・
場所を記入
・応募作品は返却します
応募期間 ７月１日から10月５日まで
審査・表彰
審査を10月中旬に、表彰を10月下旬に予定（薔薇
大賞、坂城町長賞、薔薇人の会会長賞ほか）
※作品は坂城駅町民ギャラリーに展示します。
会員募集

あなたも薔薇人の会に入りませんか

薔薇人（バラード）の会では、随時会員を募集してい
ます。坂城の美しいバラを一緒に育て、楽しみ、広げて
いきましょう。
◆入会金 なし ◆年会費 1,000円
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◎応募・申込・問い合わせ先
薔薇人の会事務局（都市・下水道課内）
☎82−3111（内線252） 有線88−1015

びんぐし湯さん館

長野赤十字上山田病院の指導を受けながら…
長野赤十字上山田病院の指導を受けながら…

「いきいき水中健康教室」受講生募集
びんぐし湯さん館では、長野赤十字上山田病院の指導のもと、坂城町保健セン
ターとの連携により、「いきいき水中健康教室」を開設します。
医師・看護師の健康チェックや町の保健師・栄養士の健康相談を受けながら、
生活習慣病の予防や重症化予防を図り、心身ともに健康な高齢者を目指すために
実施します。お気軽にご参加ください。

Ⅰ期日程
日 程 右の表をご覧ください。
時 間 午後１時30分から3時ごろまで
期
日
内
容
期
日
内
容
（開講式・健康相談・修了式の日は４時
開講式
ごろまで）
場 所 びんぐし湯さん館 運動浴室
７月１９日（火） 健康チェック
８月３０日（火） 水中運動
（医師・看護師）
対象者 町内在住の中高年者
水中運動
（ただし、現在高血圧や心臓疾患、糖尿
病等で病院にかかっている方は、主治
水中運動
２６日（火） 健康相談（保健 ９月 ６日（火） 水中運動
医にご相談ください。また、教室の初
師・栄養士）
日に行われる、医師による健康チェッ
クでお断りする場合もあります。）
８月 ２日（火） 水中運動
１３日（火） 水中運動
受講料 3,000円
（入館料は別途かかります）
定 員 20名
９日（火） 水中運動
２０日（火） 水中運動
持ち物 水着、スイミングキャップ、バス
タオル、健康スクリーニング等の
健康相談
（医師・
水中運動
看護師）
健康診断の結果書、筆記用具
２３日（火） 健康相談（保健
２７日（火） 講演（医師）
申込締切 ７月15日（金）
師・栄養士）
修了式
定員になり次第締め切ります。
◎申込・問い合わせ先
※引き続きⅡ期は10月〜12月、Ⅲ期は平成18年１月〜３月を予定
しています。
びんぐし湯さん館
※毎回、水中運動の前後に、血圧、体脂肪測定を行います。
☎・有線81−7000

副読本
「ふるさと坂城」
が
チューブ体操
発刊されました。 第Ⅱ期参加者募集
町内の小・中学生が坂
城町について学習するた
めの副読本「ふるさと坂
城」が発刊されました。
「ふるさと坂城」は町内
小・中学校の先生方の手
で作成されました。全児
童・生徒に配布され、社
会科や総合的な学習の時
間で、町についての理解を深めるための教
材として活用されます。
自然、産業、歴史、行政、文化について
まとめたこの本を１冊500円で希望者に頒
布します。
◎申込・問い合わせ先
学校教育課
☎82−3111（内線231）
有線88−1012

時間
午後7時30分〜8時30分
場所
文化センター大会議室
講師 スタジオⅠスポーツ
インストラクター漆 日程
脇美香さん
８月
定員 20名
受講料 2,000円
９月
持ち物 チューブ（ない方
にはお貸しします）、運
１０月
動靴、タオル、水又はお
茶（水分補給のため）
１１月
申込締切 7月20日
（水）
※定員になりしだい締め
切ります。
◎申込・問い合わせ先 保健センター
☎82−3111（内線511） 有線88−1047

８日（月）
２２日（月）
１２日（月）
２６日（月）
３日（月）
１７日（月）
１４日（月）
２８日（月）
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インフォメーション
＠さかき
町税等の納入
第２期の納付期限は
８月１日（月）です
７月は固定資産税（第２期）
及び国民健康保険税、介護保険料
（第１期）の納付月です。
納付書の場合は、納期限までに
最寄りの金融機関で納入してくだ
さい。口座振替は８月１日（月）
が振替日となります。納入方法、
口座の変更などを希望される方は、
７月20日（水）までにご連絡くだ
さい。
◎連絡・問い合わせ先
税務課収税係
☎82−3111（内線142）
有線88−1032

中学校用教科書展示会
来年度から使用する中学校用の
教科書の展示会を開催します。
どなたでもご自由にご覧いただ
けます。ご意見がありましたら会
場に備え付けの用紙に記入してく
ださい。
展示期間
７月１日（金）〜14日（木）
時間 午前10時〜午後６時
場所
坂城町立図書館（月曜休館）
※展示される教科書は、町教育委
員会に送付された教科書見本です。

日韓国交正常化40周年と、坂城
町合併50周年を記念し、日韓陶芸
展を開催します。
韓国ソウルを中心に創作活動を
続ける11名と、長野県在住の10名
の陶芸家の作品を一堂に会して展
示します。
また、坂城町公民館、勤労者総
合福祉センターの陶芸教室の生徒
の皆さんの作品展示も併せて行い
ます。
開催日 ７月17日〜19日
時間 午前９時〜午後６時
※19日は午後１時まで
場所 坂城テクノセンター
◎問い合わせ先
商工課労政係
☎82−3111（内線153）
有線88−1037

町内イベント情報
Sapatos
コンサート開催

また、千曲市屋代駅市民ギャラ
リーにおいても、千曲市教育委員
会主催による教科書展示が行われ
ます。
展示期間
７月９日（土）〜17日（日）
時間 午前７時〜午後７時

木村純（ギター）と三四朗（サ
ックス）の２人組み Sapatos
（サパトス）のコンサートが開催
されます。ポップス、ジャズ、ク
ラッシック、映画音楽などをボサ
ノヴァテイストで演奏するステー
ジを、ぜひご堪能ください。
日時
７月19日（火） 午後７時開演
場所 中心市街地コミュニティセ
ンター（鉄の展示館隣接）
料金
前売券：大 人 1,000円
中高生
500円
小学生以下無料
（当日券は各200円増です）
チケット取扱い
サンルイスハヤシ
坂城町商工会
坂城町文化センター
主催 商店街にぎわい実行委員
会・オビスポ ハヤシ

◎問い合わせ先
千曲市役所戸倉庁舎教育総務課
☎（026）
275−0004（内線6314）

◎チケット予約・問い合わせ先
サンルイスハヤシ
☎82−8666

◎問い合わせ先
学校教育課
☎82−3111（内線231)
有線88−1012
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坂城町合併50周年記念
「日韓陶芸展」開催

味ロッジわくわくさかき
一周年記念イベント
地元坂城で生産された農産物の
有効活用と地域の伝統食文化の伝
承を行うべく活動してきた味ロッ
ジわくわくさかきが１周年を迎え
ます。そこで皆さんへの感謝の気
持ちを込めた１周年記念イベント
を開催します。
当日は、各種イベントが計画さ
れているほか、味ロッジで生産し
た商品も多数取り揃えて大勢の皆
さんのお越しをお待ちしています。
ご近所ご家族お誘い合ってお出
かけください。
日時 ７月10日（日）
午前10時〜午後４時
場所 びんぐしの里公園内・味ロ
ッジ直売所
無料提供
・綿あめ
・ポップコーン
◎問い合わせ先
味ロッジわくわくさかき
☎82−0141

びんぐし湯さん館より
農産物直売のお知らせ
地元でとれた野菜・花・果物な
どの販売を行っています。
日時
毎週日曜日 午後２時〜３時
場所 当館交流ホールテラス
◎販売者
坂城町農産物生産者の会

メンテナンス休業
７月13日
（水）
・14日
（木）
びんぐし湯さん館では、来館さ
れる皆さんに快適かつ安心しにご
利用いただくため、設備の保守・
点検を行います。このため７月13
日（水）と14日（木）の２日間を
休館とさせていただきます。ご理
解とご協力をお願いいたします。
なお、上記２日間以降は通常営業
となります。
◎問い合わせ先
びんぐし湯さん館
☎・有線81−7000

カメラリポート

広中平祐先生を招き、記念講演会
５月30日（月）、坂城中学校体育館において、坂城町
合併50周年記念事業として、広中平祐先生の講演会と、
小池大哲先生（尺八）・宮下伸先生（筝）の演奏による
邦楽鑑賞会が開かれ、坂城中学校全生徒と、町内３小学
校の６年生及び保護者の方々が参加しました。
創造学園大学学園長を務める広中先生は1970年に「数
学会のノーベル賞」とも呼ばれる「フィールズ賞」を受
賞した日本を代表する数学者です。「学ぶことのよろこ
び」を演題に、ご自身の今まで体験、学ぶことの素晴ら
しさ、そして、これから世に羽ばたいていく子
どもたちへのメッセージなどを語っていただき
ました。
後半の邦楽鑑賞会「筝と尺八の調べ」は、国
内外で活躍を続けるおふたりの貴重な演奏を鑑
賞しました。和楽器が奏でる幻想的な調べに、
参加者はうっとりと聴き入っていました。

バラの香りに包まれた優雅なひと時を
６月４日（土）と５日（日）の２日間、中心市街地コ
ミュニティセンターにおいて、薔薇人（バラード）の会
と町の共催による「バラ・ドリーム展 〜バラの香りに
誘われて〜」が開催されました。
一輪挿し用切りバラや、バラの鉢植などの出展作品の
ほか、開催に併せて６月３日夜に行われた、「フラワー
アレンジ教室」で作られた作品と、４日に行われた子ど
も「フラワーアレンジメント教室」の作品も展示され、
会場は色とりどりのバラに包まれました。
また、会場では両日ともに「バラの病害虫防除講座」
と「バラの挿し木教室」が開かれ、熱心に聞き入る参加
者の姿が見られました。
両日通して集まった参加者は約600人。美しいバラの
花の彩りに目を奪われる２日間でした。

訓練の成果を発揮

ポンプ操法大会開催
６月19日（日）、町消防団ポンプ操法大会が行われ、ポン
プ車操法は第９分団が、小型ポンプ操法では第11分団が優勝
しました。優勝した両分団は７月10日に千曲市大西緑地公園
において行われる埴科消防ポンプ操法大会に出場します。
ポンプ操法の部
優勝
第９分団（網掛・小網・月見）
準優勝 第２分団（金井）
小型ポンプ操法の部
優勝
第11分団（上平）
準優勝 第10分団（上五明）
第３位 第１分団（鼠・新地）
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災害時の救助活動に新たな光
6月3日（金）、カヤバ工業株式会社（東京都港区浜松町）より、
ソーラ投光器１台が町に寄贈されました。
カヤバ工業は、創立70周年記念事業として福祉機器の寄贈を行
っており、坂城町には同社の資本・業務提携企業である㈱柳沢精
機製作所が所在することから、寄贈先に選ばれました。
このソーラ投光器は、ソーラ発電器・
充電器と、高輝度LED照明が一体化し、
リュックのように背負って使用すること
ができる装置です。また、非常時の電源
供給にも使用できます。
町では消防団に配備し、災害時の救助
活動などに活用することになりました。

中国ビジネスセミナー開催

今年も菊の苗を植え付けました

6月3日（金）、
坂城テクノセンタ
ーにおいて、坂城
国際産業研究推進
協議会総会に併せ
て、「中国ビジネ
スセミナー」が開
かれ、町内外の企
業などから38名が
参加しました。
講師は、復旦大学日本研究センター（長野大学客員
助教授）戴曉芙（たいぎょうふ）先生。「中国経済の
今後の動き」を演題に、近年、高度成長が著しい中国
経済の現状について、分かりやすく語っていただきま
した。また、現在、新聞報道などでも騒がれている人
民元の引き上げ問題にも触れ、参加者は興味深く聴講
されました。
同協議会は、10月に開催される町合併50周年記念事
業にも参加を予定しており、更なる坂城町と中国との
国際産業交流を推進するため活動しています。

６月16日（木）に、南条小学校６年生79名が毎
年恒例の菊苗の植え付けを行いました。
坂城町菊花愛好会の塚田利次会長（上五明）、
宮島祐夫副会長（金井）ほか会員の指導を受け、
一人一鉢ずつ苗を植えていきました。
児童たちは「去年の６年生のように立派な花が
咲くように、きちんと育てたいです」と元気いっ
ぱいに話し、さっそく植えた苗に水をあげていま
した。

河内一平さんが新作刀展覧会努力賞・新人賞受賞
財団法人日本美術刀剣保存協会が６月初めに開
いた平成17年度の新作刀展覧会において、宮入小
左衛門行平刀匠（宮入恵さん）の弟子の河内一平
さん（32歳・田町在住）が努力賞と新人賞を受賞
しました。
河内さんは奈良県東吉野村の河内國平刀匠の家
に生ました。大学卒業後、オーストラリアやアジ
ア諸国を旅し、東京で就職するなど、いろいろな
経験をされた後、平成12年に宮入小左衛門行平刀
匠に弟子入りし、今年で入門５年目となります。
河内さんは「少しでも師に近づけるよう、がん
ばります」と今後の抱負を語ってくださいました。
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国民健康保険と老人保健
入院時の食事代などが減額される制度をご存知ですか
入院の際の医療費や食事にかかる自己負担について、町民税の非課税世帯等
一定の要件に該当する方は、限度額が減額される制度があります。
この制度で減額を受けるには、入院に際して「減額認定証」を病院に提示す
る必要があります。「減額認定証」の交付には申請が必要ですので、急な入院
に備え、該当になると思われる方は窓口で早めに申請してください。
また、すでに「減額認定証」の交付を受けている方は、７月31日が有効期限
となります。
引き続き交付を受ける方は、７月13日（水）までに申請をしてください。
【国民健康保険に加入している方】
①70歳未満の方の入院時食事代７８０円（日額）が次のようになります。
区
分
食事代の標準負担額（日）
減額認定証の種類
６５０円
同一世帯の世帯主と国保
「標準負担額減額認定証」
加入者全員が非課税の方 過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院 ５００円 の提示が必要です。
②高齢受給者証をお持ちの方の入院時自己負担限度額４０,２００円（月額）と食事代７８０円（日額）が次
のようになります。
区
分
入院時自己負担限度額（月）
食事代の標準負担額（日）
減額認定証の種類
６５０円
[低所得Ⅱ]
２４,６００円
同一世帯の世帯主と国保
過去12ヶ月の入院日数
５００円
加入者全員が非課税の方
が90日を超える入院
「限度額適用・
[低所得Ⅰ]
標準負担額減額
同一世帯の世帯主と国保
認定証」の提示
加入者全員が非課税で、
が必要です。
１５,０００円
３００円
世帯全員の所得が０円と
なる方（年金の控除額は
65万円として計算）
※一定以上の所得のある方の入院時自己負担限度額は、月額72,300円＋（医療費−361,500円）×１％（４ヶ月目以降は
40,200円）、食事代（日額）は780円です。

【老人保健該当の方】
入院時自己負担限度額４０,２００円（月額）と食事代７８０円（日額）が次のようになります。
区
分
入院時自己負担限度額（月）
食事代の標準負担額（日）
減額認定証の種類
６５０円
[ 低所得Ⅱ ]
２４, ６００円
過去12ヶ月の入院日数
町民税非課税世帯の方
５００円
が90日を超える入院
「限度額適用・
標準負担額減額
[低所得Ⅰ]
認定証」の提示
町民税非課税世帯の方
が必要です。
で、
世帯全員の所得が０円
１５, ０００円
３００円
となる方（年金の控除額
は６５万円として計算）
※一定以上の所得のある方の入院時自己負担限度額は、月額72,300円＋（医療費−361,500円）×１％（４ヶ月目以降は
40,200円）、食事代（日額）は780円です。

８月１日から更新になります
「高齢受給者証」
現在交付されている高齢受給者証の有効期限は7月31日です。新しい受給
者証は、平成17年度の課税所得により判定し、７月末までに送付します。８
月１日からは、古い受給者証ではなく、新しい受給者証をお使いください。
古い受給者証は、間違いを避けるため破棄してください。
「老人医療受給者証」
平成17年度の課税所得により、１割または２割の負担割合が変更になる方
には、７月下旬に新しい受給者証を送付します。負担割合に変更のない方は、
引き続きお手持ちの受給者証をお使いいただけます。
◎問い合わせ先 福祉課保健年金係
☎82−3111（内線133） 有線88−1020・88−1029
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わたしたちの国民健康保険税
平成17年度国民健康保険税率が変わります
国民健康保険（国保）は、加入者が保険税を出し合い、必要な医療費など
に充てる相互助け合いの制度です。
国保は、加入者の皆さんに納めていただく国民健康保険税と、国や県など
の補助金を財源として支払いを行っていますが、医療費などの増加により財
政が厳しい状況となり、平成17年度の税率を改定することになりました。
国保の円滑な運営のため、ご理解とご協力をお願いします。
区

分

摘

医療分税率

要

改定後

介護分税率

改定前

改定後

改定前

所得割

{前年中の所得額−基礎控
除（３３万円）}×税率

6.60％

5.80％

1.70％

0.80％

資産割

固定資産税額（土地・家
屋）×税率

28.00％

30.00％

5.00％

5.00％

均等割

被保険者１人当たり

19,600円

15,900円

6,000円

4,000円

平等割

１世帯当たり

19,900円

18,600円

6,000円

4,500円

530,000円

530,000円

80,000円

80,000円

課

税

限

度

額

☆国民健康保険税収入と医療費支払額等の推移
【医療費支払額の状況】
【介護納付金額の状況】
近年、医療の高度化や加入者の高齢化などによる医
40歳から65歳未満の方は、医療分と合わせて介護分
療費の増加に伴い、国民健康保険からの支払額も大幅 の保険税を納めます。介護保険需要の増大とともに急
に増加しています。
増する介護納付金を賄います。
億円
９

医療費支払額の推移

千万円
１０

８

９

７

８

６

７

介護納付金額の推移

６

５

５

４

４

３

３

２

２

１

１

０
年度 １２

０

１３

１４

１５

１６

１７見込み

年度 １２

１３

１４

１５

１６

１７見込み

納税通知書は世 平成16年中所得がなく、住民 保険税を滞納すると
帯主の方に送付 税の申告をしていない方へ
保険税の滞納を続ける世帯には、『保険
｢所得がなかったから｣と申告を 証』を返還していただきます。その場合には
されます
保険税の納税義務
者は世帯主です。世
帯主が国保に加入し
ていなくても、世帯
の中に国保の加入者
がいれば、納税通知
書は世帯主あてに送
付されます。

しないでいると、国保加入者と擬
主（世帯主）の合計所得金額が一
定基準以下であっても保険税の均
等割額及び平等割額の軽減が受け
られず、不利になります。所得が
ない場合にも、その状況を申告す
る必要がありますので、必ず住民
税の申告をしてください。

◎問い合わせ先
税務課税務係 ☎82−3111（内線143） 有線88−1033
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｢被保険者資格証明書｣が交付され、診療費は
全額自己負担となり、後日、役場の国保の窓
口で保険給付分の支給申請をしてもらうこと
になります。また、滞納を長期間続けると、
保険給付の全部または一部が差し止められま
す。保険税はきちんと納めましょう。
どうしても納付が困難な場合はそのままに
せず、早めにご相談ください。

下水道受益者負担金の納付が８月から始まります
下水道の整備により受益を受ける皆さんに、建設
費の一部をご負担いただく「下水道受益者負担金」
の今年度の納付が８月から始まります。
負担金は、今年の１月以前に供用が開始された区
域に土地を所有したり借りたりしている方に、下水
道への接続の有無にかかわらず納めていただくよう
になります。
対象となる皆さんには、７月中に納付書を発送し
ます。

納 期 限

口座振替日

第１期

８月31日

８月25日

第２期

10月31日

10月25日

第３期

12月26日

12月26日

第４期

平成18年２月28日

２月27日

前納には報奨金制度があります

前納の回数に応じて、報奨金が交付されます。
【例】
今年度新たに対象となる方で、負担金額308,500円
受益者負担金の納付は、便利な口座振替がご利用 の場合
いただけます。希望される方は、都市・下水道課へ ・分割納付の場合
お申し込みください。
第１期：15,900円
また、口座振替の手続きができているか不明な場
第２期〜20期：各15,400円
合もお問い合わせください。
・一括納付の場合
308,500円−32,100円（報奨金額）
＝276,400円（納付額）
※ 第２期〜20期の納付額合計額292,600円の11％
受益者負担金は、５年間に20回の納付となります。
（100円未満切り捨て）が報奨金額です。

口座振替のお申し込みはお早めに

納期限と口座振替日

◎問い合わせ先
都市・下水道課下水道係
☎82−3111（内線253、254）
有線88−1016

下水道排水設備工事
申込期間
試験日時
試験場所
受験資格

８月１日〜８月12日（土日は除く）
10月15日（土）午後２時〜
長野バスターミナル会館（長野市）
満20歳以上で次のいずれかに該当する
者
①高等学校等の土木工学科等を卒業し、排水設備
工事の設計・施工に関し、１年以上の実務経験
を有する者
②高等学校等を卒業し、排水設備工事等の設計・

施工に関し２年以上の実務経験を有する者
③排水設備工事等の設計・施工に関し３年以上の
実務経験を有する者
更新講習
今年度更新対象者の更新講習のお申し込みは７
月15日（金）までです。希望される方は、都市・
下水道課へお申し込みください。

献血は あなたもできる
ちょボラです

30

８月１日︵月︶に献血車が保

受付時間は︑午前９時 分か

時までです︒
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健センターに来ます︒

ら
今回は︑成分献血ではなく︑

全血献血です︒多くの健康な皆

さんの献血へのご協力をお願い

保健センター

１０４７

◎
問
い
合
︱ わ
せ
︱
先

します︒

☎ ８２ ３１１１︵内線５１１︶

有線８８

家庭や事業所からの
排水について

家庭や事業所からの適正な処

理がされていない排水により︑

水路や用水に油や濁水が流入す

るケースが町内で発生していま

す︒

現在︑農繁期のため︑田畑で

用水が頻繁に利用されています︒

ご自宅や工場からの排水が適

切な処理により排出されている

か確認していただき︑用水に油

や薬品を流入させないようにし

ましょう︒

１０２５

住民環境課環境保全係

☎ ８２ ３１１１︵内線１２５︶

有線８８

︱

︱

◎
問
い
合
わ
せ
先

責任技術者試験
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平成17年度町職員採用試験
坂城町職員の採用試験を次の要領により行います。
１．試験の区分及び採用予定人員
区

分

上 級

採用予定人員

行 政

中 級

保育士

資

格

１名

昭和51年４月２日から昭和59年４月１日までに生まれた者で、行政につ
いて大学卒業程度の知識を有する者

１名

昭和53年４月２日から昭和61年４月１日までに生まれた者で、短期大学
卒業程度の知識を有し、保育士の資格を有する又は平成18年４月１日ま
でに確実に取得できる見込みのある者

２．受験資格
①・坂城町に住所を有する者（家族が坂城町に居住し、勉学等により一時的に坂城町を離れている者で、採用
後坂城町に居住する者を含む）
・坂城町に住所を有しない者で、採用後、原則として坂城町に居住する予定の者
②次の各号に該当する者は、受験資格がありません
・日本の国籍を有しない者
・成年被後見人又は被保佐人
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けている者
３．受験手続
①役場総務課（２階）に用意してある申込用紙により、総務課へ申し込んでください
②申込期間は、平成17年７月19日（火）から平成17年８月５日（金）まで（郵送の場合は8月5日の消印がある
ものまで有効）
４．試験日時及び場所
試

験

日

時

試 験 場

第１次試験

9月18日（日） 午前9時

坂城町役場

第２次試験

11月上旬予定。第1次試験の合格者に通知します。

坂城町役場

５．試験の方法及び内容
①第1次試験
試験の級

区分

上

行

級

政

種目

内容

教養試験
（２時間）

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、数的
推理及び資料解釈に関する一般知能（40題）

専門試験
（２時間）

政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学、財政学、
社会政策及び国際関係（40題）

各種検査
（１時間10分）

中
級

保
育
士

事務適性検査、職場対人適応性検査、一般性格診断検査

教養試験
（２時間）

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、数的
推理及び資料解釈に関する一般知能（40題）

専門試験
（１時間30分）

社会福祉、児童福祉、発達心理、保育原理、保育内容及び保健衛生（30
題）

各種検査
（１時間）

職場対人適応性検査、一般性格診断検査

②第２次試験（第１次試験合格者のみ）
面接試験、作文試験、健康診断書による判定を行います。
６．合格発表
11月下旬に、直接合格者に通知します。
７．採用
平成18年４月１日の予定
◎問い合わせ先
総務課 ☎82−3111（内線213） 有線88−1006
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地域みんなで子育てサポート
坂城町次世代育成支援行動計画を策定
計画の基本目標により、
地域の皆さんの温かい眼差し
全国的な少子化の進行と子どもを取り巻く環境の変
と支えの中で、子どもたちが心豊かで健やかに育つよう
化を受けて、子どもを産み育てやすい環境づくりが求め
サポートします。
られています。
◎問い合わせ先
こうした中、
子どもが心身ともに健やかに育ち、
子どもを
福祉課福祉係
安心して産み育てることができるまちづくりが必要です。
☎82-3111
（内線132） 有線88-1028
保護者・家庭、地域、事業者、行政・学校がそれぞれ
の役割や個性を活かし、
連携を深め合いながら、
地域住
民の協力の下で子どもの養育・教育を行い、
子育て家庭
計画の基本目標
を支えていくことが重要です。
・地域における子育ての支援
町では、
それを具体化するため、
平成15年度に、
未就
・母性並びに乳幼児の健康の確保及び増進・相談事
学児及び小学生を持つ保護者と中学生を対象にアンケ
業の拡充
ート調査を実施し、本町の子育ての現状を把握しました。
・子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の
そして、平成16年度には、次世代育成支援行動計画策
整備
定委員会を開催し、
広く住民の皆さんのご意見を伺いな
・生活環境の整備
がら本計画を策定しました。
・職業生活と家庭生活との両立と推進
平成17年度から平成21年度までの５年間を前期、平
・子ども等の安全の確保
成22年度から平成26年度までの５年間を後期とする２
・要保護児童への対応
期10年間を計画期間とします。

お知らせ
行方不明の人を捜す相談所
警察では、年間を通じて身内の
方などの行方が分からなく、お困
りの方からの相談に応じています
が、８月には「行方不明の方を捜
す相談所」を開設して相談をお受
けします。
□常設相談
日時 ８月１日〜31日
午前８時30分〜午後５時
（土・日曜、休日を除く）
場所 警察本部鑑識課（長野市松
代町警察機動センター内）
ほか、県下各警察署
□出張相談所
日時 ８月３日（水）
午前９時30分〜午後４時
場所 上田警察署
☎22−0110
※相談に訪れる際は、担当係員が
事件などで不在となる場合もあ
りますので、あらかじめ電話で
のご連絡をお願いします。
◎問い合わせ先
千曲警察署鑑識係

☎（026）272−0110（内線351）
ホームページ
http://www.pref.nagano.jp/police

「こどもの権利支援センター」
設置のお知らせ
県では、いじめや体罰などで苦
しんでいる子どもや保護者の声を
聴き、子どもの側に立って一緒に
問題解決に取り組むため「こども
の権利支援センター」を設置しま
した。
□子どもや保護者の声をお受けす
る専用電話
☎（026）235−7458
受付時間 月〜土曜日
午前８時30分〜午後６時
ホームページ
http://www.pref.nagano.jp/kyouiku/
kodomos/kenri/center.htm

長野広域連合ごみシンポジウム
長野広域連合では、新しいごみ
処理施設の建設について、地域の
皆さんとともに考えるシンポジウ
ムを開催します。
テーマ「ごみ処理施設建設に向け
て」

日時
場所

７月13日（水）
長野市若里市民文化ホール
（ビッグハット）

内容
① 基調講演：㈶日本環境衛生セ
ンター環境工学部長 藤吉秀昭
氏
②ディスカッション：長野広域連
合長（長野市長） 鷲沢正一氏
※入場無料
◎問い合わせ先
長野広域連合環境推進課
☎（026）252−7036

文化講演会
演題
講師
日時

「音楽裏論」
神津善行 氏（作曲家）
７月24日（日）
午後１時30分〜３時
場所 上田創造館文化ホール
※入場無料
◎問い合わせ先
上小美術会庶務
☎24−1845
上田創造館
☎23−1111
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善意の灯
◆金 1,500,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字南条
株式会社青木固研究所
代表取締役 青木 茂人 様

◆金 300,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字坂城
株式会社長野銀行坂城支店
支店長 竹島 昌治 様

◆金 3,000,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字坂城
代表取締役 竹内 明雄 様

◆ エレクトーン １台
ただし、南条小学校備品として
アメリカ ロサンゼルス市
円尾 晴子 様

◆金 500,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字上五明
株式会社長野大崎製作所
代表取締役 大崎 信実 様

◆金 500,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字坂城
守屋工機株式会社 様

◆金 500,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字中之条
株式会社桜井製作所
代表取締役 桜井 隆正 様
◆金 1,500,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字坂城
株式会社アルプスツール
代表取締役 綱島 武寛 様
◆金 200,000円
ただし、地域活性化事業のため
長野市居町
長野信用金庫
理事長 西澤 章夫 様
◆金 1,000,000円
ただし、地域活性化事業のため
上田市大字小泉
日置電機株式会社
代表取締役社長 吉池 達悦 様
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次の方々からの寄附をありがたく採納いたしました。
厚くお礼申し上げます。

◆金 6,000,000円
ただし、込山区公民館建設経費と
して
坂城町 込山区 様
◆金 1,500,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字中之条
株式会社ウインテック
代表取締役 寺島 利勝 様
◆金 500,000円
ただし、地域活性化事業のため
長野市大字栗田字西番場
株式会社サニクリーン甲信越
代表取締役
レスリー ケン ヤマダ 様
◆金 500,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字中之条
ミヤリサン株式会社 様

◆金 1,000,000円
ただし、地域活性化事業のため
長野市岡田
株式会社八十二銀行
取締役頭取 成澤 一之 様

◆ままごと道具セット（１０万円
相当）
ただし、坂城町子育て支援センタ
ー用品として
坂城町大字坂城
坂城町商工会
青年部・婦人部 様

◆金 1,000,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字坂城
株式会社カヤマ
代表取締役 小宮山 俊夫 様

◆金 500,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字南条
交和物産株式会社
代表取締役 西澤 秀一 様

◆金 39,610円
ただし、社会福祉のため
千葉県市原市諏訪
竹内 尚武 様
◆金 3,000,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字上平
デイリーフーズ株式会社 様
◆金 200,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字坂城
坂城運輸株式会社
代表取締役 関戸 啓司 様
◆金 2,000,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字坂城
坂城町商工会
会長 鈴木 秀典 様
◆金 500,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字坂城
株式会社岡田製作所
代表取締役 岡田 一也 様
◆金 1,000,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字中之条
株式会社ロビニア
代表取締役社長 館内 英雄 様
◆金 16,000,000円
ただし、立町公民館用地費として
坂城町 立町区 様
◆金 500,000円
ただし、地域活性化事業のため
坂城町大字中之条
株式会社ツジデ
代表取締役 辻出 元秋 様
◆ソーラ投光器 １台
ただし、災害対策用として
東京都港区浜松町
カヤバ工業株式会社
取締役社長 小澤忠彦 様

食事の時間を
コツ２ ゆっくりとりましょう
かみごたえのある食品、
コツ１ 料理を食卓にのせましょう

忙しさのあまり
「早く食べなさい」と言いたくなる気
持ちを抑えて、会話を楽しみながら時間をかけて食事を
しましょう。心も豊かになります。
１口30回を目標にごぼうやだいこん、
にんじんなどの
根菜類、骨まで食べられる魚や、いかやたこなど、
かめば
かむほど味の出る食品を利用しましょう。

学校給食センター ☎・有線
☎・有線８２−２
☎・有線８２−２５
８２−２５５
５５９

学校給食センターだより

−坂城中学校−

日に︑その一環として

る学習活動をしています︒さる

ティアを学んだり体験したりす

１年間を通して︑福祉・ボラン

な学習の時間︵大峰の時間︶に

坂城中学校１年生は︑総合的

と思いました︒何かできること

たちと同じようにさびしいんだ

お年寄りは１人でいれば︑自分

かったです︒今回のことを学校

れません︒いや︑忘れられませ

ければいいと思いました︒また︑ 中にずっと残り︑このことは忘

生活や私生活の中に活かしてい

ん︒﹂︵男子︶

た︒ここでの体験は︑僕の頭の

れて︑僕も同じことを言いまし

５月

一首をやりました︒お年寄りは

﹁私たちの班は︑双六と百人

重な体験ができました︒おばあ

﹁夢の湯訪問で︑すごく貴

教えてくれました︒最後には︑

ちゃんの思い出︑得意だったこ

﹃一生忘れない﹄と言ってく

人が常にいる場所に置く

とを︑おばあちゃんはすごくが

祉活動を身近に感じることがで

宅を捜しています︒被害に遭っ

・通帳と印鑑は見つかりにく

楽しそうに遊んでいて︑﹃お年

きていい経験になったので︑良

てからでは遅いのです︒確実な

寄りの喜ぶ顔を見よう﹄という

坂城町内では５月になって空

施錠をお願いします︒

んばって︑僕たちに泣きながら

き巣などの侵入盗や︑オートバ
特に空き巣などの侵入盗は︑

施錠をするだけで確実に泥棒

ら不審者が立ち回りにくい環境

などの方策とともに︑平素か

見かけない人がいたら声をか

を作ることが大切です︒

けたり︑車のナンバーを控えて

被害を防げるわけではありませ

ます︒留守宅ばかりではなく︑

警察に通報するなど︑安全な地

ん︒犯人は︑ガラスを割ったり

夜間︑家の人が寝静まった時を

農繁期などで留守がちになって

狙って侵入し︑居間などを荒ら

いる時期の発生が多く︑今後も

侵入盗を防ぐためには︑確実

域づくりに地域の皆さんが協力

裏口の鍵を壊したりして侵入し

な戸締りがもっとも重要なこと

す犯人もいます︒こんな被害を

・現金を置くときには︑家の

・多額の現金を家に置かない

みで推進しましょう︒

安全なまちづくりを地域ぐる

ぐことができます︒

は言うまでもありません︒今で

・鍵を二重にする

しあうことで︑犯罪の被害を防

・泥棒よけのセンサーライト

防ぐには︑
鍵がかかっていないお宅がよく

ことがない﹂という声も聞きま

をつける
す︒しかし︑泥棒はそういうお

たことがないから︑鍵はかけた

あります︒﹁今まで泥棒に遭っ

もパトロールでお伺いすると︑

懸念されます︒

い場所に別々に置く

イ盗などが連続発生しました︒

のが達成できたと思います︒福

生徒たちの感想を紹介します︒ す︒﹂︵女子︶

があったら手伝ってあげたいで
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﹁夢の湯訪問﹂を行いました︒

『夢の湯訪問』

空き巣などの泥棒
坂城町交番 ☎・有線８２−２００８ 被害防止について

よくかむ子どもは知能指数が高いという調
査結果もあります。

かむ習慣をつけましょう

16

子育て支援センターだより

子育て支援センター
☎・有線８２−２２９１

●しつけと叱ることの関係
親というものは実によく子どもを叱ります。叱らない親はいませんし、叱らないことはよくありません。子ども
を良くしたい、良いしつけをしたいから叱るのですが、叱り方によっては逆効果になってしまうことがあります。
今回は、子どもを叱るときに気をつけてほしいことを３つ挙げます。
１．親の思いを伝える叱り方が大切です。
子どものプライドを傷つける叱り方は、子育てが上手とはいえません。親の価値観を教えること、そして、両親
の価値観が一致していることが基本です。
２．叱る側と叱られる側、つまり親と子の信頼関係が前提条件です。
子どもは信頼していない人から叱られると、屈辱を感じ、プライドが傷ついてしまいます。反対に、信頼してい
る人から叱られると納得できるのです。子どもから信頼されるには、日頃から話をよく聞いてあげたり、お願いを
聞いてあげることが大切です。しつけの上手な親は子どもの言うことをよく聞いてあげる親だといえます。また、
他の子どもと比較して叱ることも、子どものプライドを傷つけてしまうので、気をつけてください。
３．一貫性のない叱り方は困ります。
この前は黙って見過ごしたのに、今日は見過ごさない。その日の気分によって叱ったり叱らなかったりする。こ
うした態度は避けましょう。子どもには「これは叱られる、これは叱られない」という安心感が必要です。親がし
っかりした姿勢を持っていれば、小さい時期から理解できます。ただし、「これはお母さんはきっとダメだけど、
お父さんなら許してくれるだろう」という程度の態度の違いなら、あってもよいでしょう。 佐々木正美著より

●７月の行事予定［時間正確に集合してください］
内

容

１日（金） すくすく広場「コーナーあそび」
６日（水）

午前10時

１才までの子育て&あそび
（にんじんグループ）

親子リトミック 中沢敏江先生
８日（金） 場所：坂城保育園リズム室
持ち物：上履き

午前10時

巡回家庭児童相談日 山口八恵子相談員
１３日（水） ご希望の方は申込用紙にてお申し込みく
ださい。
１４日（木）

午前10時

中央児童相談所巡回相談
ご希望の方はお申し込みください。

お気軽にお出かけください。
詳しい内容等は、グループの代表者またはセ
ンターへお問い合わせください。

赤ちゃん小組（毎週月曜日）
4日：水あそびと七夕かざり
11日：ママストレッチ
25日：製作あそび
代表：宮下美恵子さん ☎８２−３５０５
サークルどんぐり（第１・３火曜日）

午前10時

午前10時

5日：七夕まつり
19日：プール・水あそび
代表：滝沢 由江さん ☎８２−６４５９
スコーレ母親教室（第２火曜日）

マザーリーフの会
１５日（金） （集団に馴染めない子どもさんを持つ親 午後1時30分
の会）

12日（火）金子通子さんと子育てトーク
代表：川島 邦子さん ☎８２−６３４７

おひさま広場「水あそび・プールあそび」
２０日（水）
持ち物：帽子、着替え、バスタオル

午前10時

２１日（木）

1才までの子育て＆あそび
（にんじんグループ）

午前10時

7日：七夕まつり（子育て支援センター）
14.28日：体をつかってあそぼう
21日：プールに行こう
代表：望月 里枝さん ☎８２−２２１７

２２日（金）

第２回つくしんぼ教室（水あそび）
持ち物：帽子、着替え、バスタオル

午前10時

元気にあそぼうグリとグラ（第２・４水曜日）

午前10時

13日：大きな紙で絵を描こう
27日：誕生日（６.７月生まれ）
代表：小林さやかさん
☎０９０−４７４２−５７１３

子育て後援会「お子さんとの関わり
２３日（土）
がチャンス」
細江富貴子先生

今

スクスク広場「おはなしでてこい」
２６日（火）
図書館より
ボランティア懇談会
２９日（金）

シャボン玉あそび
〜いろいろなシャボン玉であそぼう〜

午前10時
午後 1 時
午前 10 時

場 所：８日（金）以外は子育て支援センター
持ち物：飲み物（白湯、麦茶）、お手ふき、おむつまたはパンツは
いつもお持ちください。
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●子育てグループの予定

まざあぐうす（毎週木曜日）

時 間：午前10時〜
場 所：子育て支援センター
武道館（まざあぐうすのみ）
持ち物：飲み物、おむつ、お手ふき
親子だけであそびに来たいときは、この予定表を
見てあいてる日にお出かけください。ただし、午後
2時30分〜4時30分までです。

当番医（医科・歯科）
いろかわ医院 【立
町】 ☎・有線 82−2143
７月 ３日（日）
しおいり歯科医院 【千曲市雨宮】 ☎（026）273−8080
さかき生協診療所 【中 之 条】 ☎・有線 82−0101
１０日（日）
柳沢歯科医院 【千曲市稲荷山】 ☎（026）273−5638
二階堂医院
１７日（日）
中沢歯科医院

【千曲市磯部】 ☎（026）275−5582
【千曲市桜堂】 ☎（026）272−0408

武市医院
１８日（月）
渡辺歯科医院

【中 之 条】 ☎・有線 82−2606
【千曲市稲荷山】 ☎（026）272−1313

工藤医院
２４日（日）
宮坂歯科医院

【千曲市磯部】 ☎（026）275−1304
【千曲市小島】 ☎（026）272−0133

よしだ内科クリニック 【上 五 明】 ☎・有線 81−1330
３１日（日）
林歯科医院
【千曲市上山田】 ☎（026）275−1064
柳沢医院
８月 ７日（日）
宮島歯科医院

【千曲市上町】 ☎（026）275−0405
【千曲市粟佐】 ☎（026）273−3064

※診療時間
医科：午前９時〜午後５時
歯科：午前９時〜正午
※都合により、変更になる場合がありますので、当番医を利用される場
合は電話、新聞等で確認をしてください。

健 診

保健センター

☎82−3111（内線511、512）
有線 88−1047

●７月の健診
☆リハビリ教室・リハビリ訪問
6日・13日・20日・27日
（毎週水曜日）

☆乳幼児健診（実施場所は保健センター）
４か月児健康診査（H17年3月生）
12日
（火） 午後１時集合
７か月児健康相談（H16年12月生）
27日
（水） 午前９時30分集合
10か月児健康相談（Ｈ16年８月・９月生）
7日
（木） 午後１時集合
２歳児健康診査（Ｈ15年３月・４月生）
13日
（水） 午前９時30分集合

粗大ごみの回収
午前８時30分〜10時
１７日
（日）
びんぐしの里公園駐車場

相談日

７月

相談

日時／場所
11日（月） 午前9時〜正午
20日（水） 役場第４会議室（3階）

心配ごと 11日は司法書士による法律相談を
あわせて開設
相
談 20日は弁護士による法律相談をあ
わせて開設
（ 弁護士による相談は、午前９時
30分〜11時30分）

年金相談 22日（金）
行政相談 15日（金）

午前9時30分〜午後3時
役場第１会議室（1階）
午前９時〜正午
役場第４会議室（3階）

ハローワーク 毎週月曜日 午前10時〜午後3時
（祝・祭日を
出張相談
除く） 坂城テクノセンター

●まちのうごき
世帯数
人 口
男
女

（６月１日現在）
※（ ）は前月比

５,６３０
１６, ５４３
８,１２３
８,４２０

（＋９）
（±０）
（＋３）
（−３）

●まちの交通事故（５月３１日現在）
※（ ）は前年比

件 数
死 者
負傷者

３１件
１人
４２人

鉢物を育てていて︑大切に育ていたはず
なのに枯れてしまったり︑腐らせてしまう
ことがよくあります︒これらの原因として︑
第一によくあることが︑鉢の底から根が出
てしまっていることです︒
根が出ている状態のまま︑根の先を切っ
ても何の解決にもなりません︒そのままに
しておくと︑根づまりを起こして︑やがて
は枯れてしまいます︒こんなときは︑まず
鉢から出して︑鉢の形に固まった土をほぐ
します︒その後︑ひと回り大きな鉢に移す
か︑または株分けをして２つの鉢に移しま
しょう︒植え替えは日中に済ませ︑真冬や
真夏は避けるようにしてください︒
第二によくあることは︑根腐れを起こし
てしまうことです︒根腐れの原因は︑①水
のやりすぎ︑②水はけが良くない︑③肥料
のやりすぎなどが考えられます︒水のやり
すぎに気をつけ︑水はけが悪い場合は︑用
土に赤玉土を混ぜるなどして水はけを良く
してください︒
また︑根腐れの原因④として︑土の表面
にカビが生えていることがあります︒日が
当たらなかったり︑風通しが悪かったりす
ると︑土の中の有機質にカビが生えてしま
うことがあります︒カビが生えてしまった
ら︑その表面の土を捨ててください︒植え
替える必要はありません︒ただ︑カビが生
えなかったとしても︑日当たりや風通しが
悪いことは植物にとって良くないので︑日
当たりや風通しには十分に気をつけてくだ
さい︒

お
話
し
：
前
沢
新
一
さ
ん
︵
御
所
沢
︶

（−９）
（＋１）
（−２０）

﹃
鉢
物
の
気
に
な
る
育
て
方
﹄

植
物
の
管
理
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有線

図書館へ行こう

●７月の番組表

町立図書館 ☎・有線８２−３３７１
開 館 時 間 午前１０時〜午後６時

番 組 名

本の予約、リクエストはお気軽に
お問い合わせください。
□７月の催し物□

☆おはなし会 ９日（土）
☆としょかん講座

３日（日） 楽 し い 民 話
７日（木）

わが家の花は
元 気 で す

１０日（日） 楽 し い 民 話

午後２時〜

１２日（火） 信号は赤です

「源氏物語を読む」
１６日（土） 午後２時〜 講師：塚田睦樹さん
「文章の書き方講座」
２３日（土） 午後１時３０分〜 講師：長島伸一さん
「点字・点訳講座」
５日
（火） 午後２時〜 講師：山口静枝さん

□新着図書□
☆おすすめの本☆
とっても不幸な幸運

１４日（木） 税務署だより
１７日（日） 楽 し い 民 話
２１日（木） 川

柳

２４日（日） 楽 し い 民 話

（著：畠中 恵 双葉社）

２６日（火） 明るい消費生活

とっても不幸な幸運 は百円ショッ
・
２７日（水）こちら１１９番
プに売っている缶。中に入っているのは不
・
・ ・
幸？ それとも幸運？ ひとクセ有り気な
３１日（日） 楽 し い 民 話
常連客が集まる 酒場 という名の酒場で
缶を開けると、妙な現象と事件が発生する。

内容／出演
エビの腰はなぜ曲がった
込 山 岡田由貴子さん
植物の管理
御所沢 前沢 新一さん
江戸の豆腐地蔵
金 井 青木 典子さん
交通事故防止
坂城町交番 真岸所長
所得税の予定納税
上田税務署
瓔落のつつじ
鼠 玉井かつ子さん
ＪＡ文芸から
選 者 市川きみえさん
お牧桜
北日名 春日 秀子さん
最近の消費生活相談から
長野消費生活センター
火遊び・花火による火災防止
消防署
さむらいとゆうれい
込 山

岡田由貴子さん

●チャンネル放送番組
操作方法は ９ ・ 4 ・ チャンネル番号

☆一般図書☆
・ヒルズな人たち ＩＴ業界ビックリ紳士録
（著：佐々木俊尚 小学館）
・空想組織就職読本 （著：木村賢志 文芸社）
・起業バカ （著：渡辺 仁 光文社）
・料理のきほんはおにぎりから
（著：野崎洋光 生活情報センター）
・それでもやっぱりがんばらない
（著：鎌田 實 集英社）

☆児童図書☆

☆児童図書☆
・どこどこ ここ・ここ（作：五味太郎 クレヨンハウス）
・せかいでいつばんつよい国
（作：デビット・マッキー 光村教育図書）
・さかなのじかん （絵：ともなが たろ アリス館）
・むしのにんじゃたち （世界文化社）

■休館日■
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■の日が休館です。

日

月

火

水

木

金

土

＊

＊

＊

＊

＊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24/31

25

26

27

28

29

30

終了するとき ９ ・ 4 ・ 0
チャンネル番号

７／１〜７／３１

1

音楽放送

２

ＦＭ長野

３

ＮＨＫ・ＦＭ

４

音楽放送

５

音楽放送

◆坂城町有線放送電話
☎82−3111（内線222）
有線88−1000

広報

さかき千曲川バラ公園

みごとな花が咲きました!

2005年７月号 NO.340

6月は、さかき千曲川バラ公園（大望橋中之条側）
のバラが、1年のうちでもっとも美しい時期でした。
色とりどりのバラが所狭しと咲き誇り、公園の付近
は、芳しいバラの香りに満たされていました。
また秋になれば、まとまって花が咲きます。町ホ
ームページでも、随時開花情報をお伝えしていきま
すので、楽しみにしてください。
坂城町ホームページ
http://www.town.sakaki.nagano.jp/

ものづくりとやすらぎのまち

日精樹脂工業
社員全員でごみ拾い

この広報紙は再生紙で作られています。

５月30日（月）の「ごみゼロ運動の日」に、日精樹脂工
業㈱の社員の皆さんが、テクノさかき駅周辺のごみ拾いを
行いました。
坂城本社・工場従業員のほぼ全員（約470名）が参加し、
午後５時30分から開始した作業で集まったごみの総量は、
約170㎏でした。うち、3分の1ほどが谷川の河川敷内に捨
てられていたごみです。
参加者は、「ごみを拾うこと自体も大切ですが、ごみ拾
いをしたり、こうして集まったごみを見たりすることによ
って、ごみを捨てないことの大切さを実感ました」と話さ
れました。

■編集・発行
〒３８９−０６９２ 坂城町役場企画調整課
長野県埴科郡坂城町大字坂城１００５０
☎（０２６８）８２−３１１１ FAX（０２６８）８２−８３０７
●ホームページ http://www.town.sakaki.nagano.jp/
●E-mail kikaku@town.sakaki.nagano.jp

■印

刷

あ ら た

竹内

新大くん（6ヵ月）

貴之さん・かおるさん〈上平・出浦甲部〉

僕、新大！ ６か月になりました♥
お外が大好きで毎日お散歩しています。
早く僕のあんよでお散歩に行けるようにな
りたいなぁ…♪

滝沢印刷（坂城町）
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