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　７月３日（水）に木祖小学校音楽会が開催されました。
　動きをつけた歌を発表したり、今年から始めた楽器を演奏したり、２部合唱をし
てみたりと練習の成果が十分に発揮された発表でした。
　６年生は、最後の音楽会で合唱も合奏も迫力のあるステージとなっていました。
　全校の合唱では、とても元気できれいな歌声が響きました。

「木祖小学校音楽会」



　令和元年度木曽郡消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会に臨み団員諸君並びにそれを影で支え
てくださった家族の皆様に心から感謝申し上げます。
　消防操法は規律正しく、正確な操作が求められ、また緊張感高まる中、出場分団において
は、分団一丸となり、日頃の訓練の成果を十分に発揮しておりました。成績を残すには、も
う一歩という部分も見受けられましたが、選手が一生懸命頑張っている姿を見て、力強く感
じたところであります。
　今大会では残念ながら上位には入れませんでしたが、年々団員のレベルが上がってきてい
ることを実感しております。
　団員は減少傾向にありますが、一人一人の消防・防災意識の向上と地域に密着した消防団
体制の構築を目指し取り組んでいく所存であります。
　これからも村民の皆様のご理解とご協力お願い申し上げます。

団長　湯川　壮公

　令和元年度木曽郡消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会が
南木曽町で行われ、ポンプ操法第１部（ポンプ車の部）
で第２分団、ラッパ吹奏の部で喇叭隊が出場しました。
　惜しくも上位入賞とはいきませんでしたが、日頃の練
習の成果が十分に感じられました。

消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会木 曽 郡

団長あいさつ
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　消費税率の引上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域の消費を下支え
するために非課税世帯及び子育て世帯を対象にプレミアム付商品券を発行します。
使用期間は2019年10月１日（火）から2020年３月31日（火）までで、25,000円
分の商品券を20,000円で購入することができます。

　申請が必要な方には役場から通知をお送りしていますので、商品券の購入を希望される方は９月
30日（月）までに、申請書を役場住民福祉課までご提出ください。②の方については、事前の申請
は必要ありません。

　詳しい内容については、対象者の方へパンフレット
を郵送しますのでご確認ください。
※�非課税世帯の方は７月上旬に郵送済み・子育て世帯の方は
９月ごろに郵送します。

　申請書が届かない場合や、ご不明な点がありました
らお問い合わせください。

◎��「プレミアム付商品券」を販売するために、市
区町村や内閣府などが手数料の振込を求めるこ
とは絶対にありません。

◎�市区町村や内閣府などがATM（銀行・コンビ
ニなどの現金自動支払機）の操作をお願いする
ことは、絶対にありません。

市区町村や内閣府などを語った不審な電話や郵便があった場合は、
木祖村役場や警察署（または警察相談専用電話（＃9110））にご連絡ください。

お問い合わせ
木祖村役場住民福祉課　☎36-2001

対象となる方は…
①住民税が非課税の方　（課税者に扶養されている方、生活保護の受給者等は除きます）
② 2016年４月２日から2019年９月30日までに生まれたお子様がいる世帯の世帯主 です。

①の方は事前の申請が必要です。

プレミアム付商品券の“特殊詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください

商品券の申請から使用までの流れ

2019年9月
30日までに申
請書を役場住民
福祉課までご提
出ください。
※①の方のみ

申請する

1

申請書を提出され
た方、子育て世帯
の世帯主の方へ購
入引換券を送付し
ますので、お受け
取りください。

購入引換券を
� 受け取る

2

役場住民福祉課窓口で商品券を
購入してください。
販売期間は、2019年10月１
日～2020年2月28日です。
※�購入には「購入引換券」が必
要です。

商品券を
購入する

3

2020年３月31日
までに、使用可能店
舗で商品券を使用し
てください。

商品券を使用する

4

プレミアム付商品券（非課税・子育て世帯向け）

の申請はお済みですか？
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木祖村縁結び事業 伊藤　一生 さん

独自の心理術を持つ恋愛カウンセ
ラーとして、ラジオや雑誌などの
出演経験多数。
現在は、いっせーと共に木祖村観
光大使として村内外で活躍中。

　今回は「笑顔の効果」です。
　いつも笑顔の人に人が寄ってきやすいという
のはみなさんもご存知だと思います。実はこ
れ、実験もされているんですね。南ブルター
ニュ大学ニコラ・グーギャン博士が行った実験
がありますのでご紹介します。
　博士は20歳から26歳の男性100人を対象に、
バーで実験をおこないました。その内容は、平
均的な外見の魅力をもつ20歳の女性が、
　「微笑みながら、男性に２秒間アイコンタク
トして、それから目をそらす」場合と、
　「微笑まずに、男性に２秒間アイコンタクト
して、それから目をそらす」場合を比較して、
男性の反応を調査するというものでした。
　女性は上記の行動をし、目をそらしたあと、

男性の近くに座って雑誌を読み、その10分間
で男性が声をかけてくるかどうかを実験しまし
た。
　この結果、微笑んだ場合は50人の男性のう
ち11人が声をかけてきたのですが、微笑まな
かった場合には50人の男性のうち２人しか声
をかけてこないという結果になったのです。
　つまり、笑顔でいるだけで、男性に声をかけ
たいなと思わせて、それを実行に移させるほど
の威力があるということが証明されたわけです
ね。笑顔を大切にすることが人に好かれること
にもつながりますので、いつも笑顔でいること
を心がけてくださいね。

自分を魅力的に見せる笑顔の効果
07

熱愛とかに憧れていたのに、そんなチャ

ンスを見つけられないままこの年齢にな

りました。周りには孫ができる人も居た

りする。ひとりでずっといるのも寂しい

し、誰かいないかと探すものの、なかな

か出会いがないんです。一緒に出かける

相手くらい欲しいのですが、なかなか…。

どんな心がけをしていればチャンスが増

えるでしょうか。

ご相談ありがとうございます。
出会いというのはなかなか難しいですよね。
私のアドバイスとしては、恋愛を一旦意識から

外してみることですね。
一緒に居て楽しいと思える人を友人として、そういった人
を増やしていって、人との繋がりを増やしていくことをオ
ススメします。自分が好きなイベントに出掛けるなどして
フィーリングが合う仲間を探すこともいいと思います。重
要なのは一緒に居て自分が楽しいと思える人と楽しむ時間
を作ることですね。
そうやって人と会う回数を増やしていくことで自然と恋愛
のチャンスが増えていくと思います。
上手くいくことを祈っていますね。

相談内容

教えて！

恋愛カウンセラー恋愛カウンセラー 回答

伊藤さんへの質問や相談を募集しています。
「婚活イベントに参加しても上手くいかない…」、「気になる人と仲良くなりたい」
などのお悩みがある方はメールにてご相談ください。伊藤さんが丁寧にお答えします！
ご希望の方は右記QRコードよりメールをお送りください。
※�QRコードを読み取るとメール作成画面になりますので、お悩みをご記入の上、送信して�
ください。匿名での相談もOKです。
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木曽郡６町村の木曽乙女が松本へ、木曽男子が名古屋へ、パートナーを探しに突撃する婚活イベントを開催
します！事前レクチャー等で皆さんのサポートをするので、婚活イベントに慣れていない方にも安心です。
ご友人お誘い合わせてのご参加も大歓迎です！

◎開催日時：９月22日（日）
　　　　　　午後１時～
◎開催場所：JA松本市会館
◎参 加 費：1,000円
◎事前レクチャー：
　　　　　当日　イベント前
※�イベントの立ち振る舞いなどにつ
いて、レクチャーを行います。
※�男性の参加条件に、『将来的に参

加女性の地元で暮らしていただけ
る方』を加えます。

◎開催日時・場所：
≪１st ステージ≫12月22日（日）午後１時～　ウィンクあいち
≪２nd ステージ≫１月11日（土）名古屋市内
◎参 加 費：�3,000円
　　　　　（その他、宿泊費・交通費等ご負担いただきます）
◎決起集会：12月21日（土）午後７時～
◎事前レクチャー：11月22日（金）午後７時～
　▶�身だしなみや心構え等のレクチャーを行います。
◎事後レクチャー：日時未定
　▶�主にマッチングに成功した参加者を対象に、今後の進展につ
いてのアドバイスやレクチャーを実施します。

※�女性の参加条件に、『移住と結婚を真剣にご検討いただける方』
を加えます。

※�木祖村にお住いの方の定員は、各イベント２～３名です。（６町村で概ね15～20人ほど）応募者が多数の
場合は、参加者を調整させていただきますので、あらかじめご了承ください。
※�イベントの企画・運営は、多数のマッチング・成婚の実績があるとても人気のイベント「突撃！田舎にお

嫁に来ませんか！？」でお馴染みの LLP マリッジローカルコネクトが行います。この機会にぜひご参加
ください。

お問い合わせ・参加申し込み先
木祖村役場住民福祉課　結婚支援係　☎：36-2001　mail：k-enmusubi@kisomura.com

（木曽広域連携推進事業）

女性編

「突撃！木曽乙女は
いかがでしょう！？」
in 松本市

男性編

「突撃！木曽男子は
いかがでしょう！？」
in 名古屋

はいかがでしょう？木曽乙女＆木曽男子木曽乙女＆木曽男子突撃！ 参加者募集中！

今年も伊藤さんによるセミナーの開催が決定しました！心理
学を使った、周囲とうまくコミュニケーションをとるテク
ニックを教えます！伊藤さんとお話できる時間もありますの
で、なにか相談したい方もぜひご参加ください。
また、今年度は木曽川下流域からのツアーに合わせた合同開
催となります。大勢の皆さんのご参加お待ちしています。

恋愛カウンセラーによるセミナー（兼相談会）を今年も開催します！

開催日：令和元年８月24日（土）
　　　　お昼頃
場　所：ほのぼのハウス
※�詳細については、決まり次第、隣組回覧
や村のホームページでお知らせします。
※�上の突撃イベントとは別のイベントです。
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下水道処理施設（浄化槽含む）に汚水以外のものが流れ込み困ってます！
　「下着類」「ボールペン」「おむつ」「カミソリ」「化粧
品」「洗濯バサミ」など、どこで流入したか不明なもの
がたくさんあります。
　変わったものでは、「入れ歯」「トング」など、家庭用
排水溝では流入する恐れがないものも、浄化センターや
浄化槽に流れ込んでくる場合があります。
　今一度、宅内の排水溝や汚水ますを確認しましょう !!

　普段、身近にある下水道ですが点検や清掃はやってい
ますか？やっていない人も多いのではないでしょうか？
　宅内にある下水道設備は、個人の財産になります。ト
イレや台所、排水管や宅内ますなど、排水設備が詰まっ
たり破損した場合は、個人の負担で修繕となります。
　いざ、修繕となると場合によっては、多額の費用がか
かる場合もあります。そうならないために、今回は下水
道の点検方法についてご紹介します。

雨水ます
（浸透処理）

宅内ます
（トラップます）

宅内ます
側溝

マンホール

下水道本管等

村

所有者

宅内ます

汚水管

村

公共下水道等

個人

個人

排水設備

管　理

公共汚水ます公共汚水ます

宅内下水道設備
の点検は
実施していますか!?

【管理区分】個人が管理する部分について
　個人が管理する部分は、右図にあるとおり、公
共汚水ますに入るまでの間が個人の管理区間にな
ります。公共汚水ますから先の汚水処理施設まで
は、村の管理になりますが、この汚水処理施設
（下水道本管等）のつまりの原因が家主にある場
合は、かかる費用を負担していただく場合があり
ますのでご注意ください。

　すべてのますの蓋を開けて点検し、必要により下記の手順により清掃を実施しましょう！
　特殊な宅内ますで清掃方法が不明な場合は、役場までご相談ください。

宅内ますの蓋をマイナスド
ライバーなどで開ける。

１

ますの中を確認し、異物が
ないか。油汚れがこびり付
いていないか確認する。

2 3

汚れている場合は、水道水
で洗い流す。油汚れは、お
湯を使って落とす。

4

ブラシなど、とどく範囲で
汚れを取る。

※下水道に、雨水や私設水道を入れることを固く禁じております。日頃から点検をお願いします。

不明な点は、木祖村役場建設水道課上下水道係 ☎36-2001までお問い合わせください。

宅内ますの点検・清掃
　宅内ます（点検ます等）は、トイレ・お風呂・
台所・洗面所など排水を必要とする場所付近の宅
外にあること多いです。
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令和２年度採用　木祖村職員募集要項

５. 欠 格 事 項
１ ��日本国籍を有しない者
２ �地方公務員法第 16 条の欠格事項

　 に該当する者

▼ �成年被後見人又は被保佐人

▼ �禁錮以上の刑に処せられ、その執
行を終わるまで又はその執行を受
けることがなくなるまでの者

▼ �日本国憲法施行の日以後におい
て、日本国憲法又はその下に成立
した政府を暴力で破壊することを
主張する政党その他の団体を結成
し、又はこれに加入した者

１. 採用予定人員
（令和 2 年 4 月 1 日採用）

一般行政職　　若干名

２. 勤 務 地 長野県木曽郡木祖村　木祖村役場

３. 受 験 資 格 昭和 35年 4月 2日から
平成 14年 4月 1日の間に生まれた者

４. その他条件等
１ ��普通自動車運転免許所持者か採用時までに取得できる者
　 （オートマ限定可）
２ ��採用後、木祖村に居住することができる者

　 ▼ �初任給については村の規定に基づき、学歴・職歴を考慮し
決定します。

　 ▼ �その他の待遇等についてはお申し込み受付時に説明させて
いただきます。

６. 受験の申し込み
１ �提出方法
　原則として役場総務課窓口まで
本人が持参提出をお願いします（事
前に提出日時を担当までご連絡く
ださい）※遠方等に在住しており
持参が難しい場合は郵送による提
出も受け付けます。
２ �受付期間
　令和元年 8月 21日（水）まで

▼時間　午前 8時 30分から午後 5
時 15分（土・日・祝日を除く）
３ �提出書類
□受験申込書
　村HPからダウンロードするか、
　役場まで請求ください。
□履歴書　
　顔写真添付のもの
　（市販の履歴書で可）
□卒業（見込み）証明書
□最終学歴成績証明書

職務基礎力試験について（75 題 90 分）
　社会的関心と理解について問う分野、言語的な能力を問う分野、
論理的な思考力を問う分野の 3分野から出題します。受験者が仕
事をしながら受験する可能性を考慮し、受験のための特別な準備が
必要のない内容となっています。社会人を主な対象者としています
が難易度は高校卒業程度で、社会人未経験者でも受験することがで
きます。
職務適応性検査について（150 題 20 分）
　職務・職場への適応性を検証します。

７. 試 験
１ �期　　日
　　　　　令和元年 9月 22日（日）
　 ▼受付　午前 9時 40分から 9時 50分
　 ▼試験開始 10時（予定）
　　　　　後日、試験申込者に直接お知らせします。
２ �試験会場　木祖村役場 2 階 大会議室
３ �試験内容
　　　　　筆記試験（職務基礎力試験、職務適応性検査、小論文）
　※試験・検査内容につきましては、下記をご覧ください。
　※小論文のテーマは当日発表します。
　　　　　口述試験　内容は後日お知らせします。
　※ 1 次、2 次試験の総合評価で採用予定者を決定します。

１次試験

１次試験

２次試験

２次試験

〒399-6201　長野県木曽郡木祖村大字薮原1191-1
☎0264-36-2001����HP　http://www.vill.kiso.nagano.jp

木祖村役場総務課　
課長�渡辺�　担当�田中

お問い合わせ
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　６月１日（土）、２日（日）に笹川にて「2019年度や
ぶはら高原渓流釣り大会」を開催し、全国から大勢の皆
様にご参加いただきました。２日間天候に恵まれたこ

ともあり、釣果は上々であったようです。また開村130周年記念として、協賛いただいた皆様からの
品々を賞品とした抽選会を実施し、こちらも多くの参加者に楽しんでいただきました。
　また、６月８日（土）にはこだまの森渓流釣り場にて第２部の小学生釣り体験を開催し、すくすく
倶楽部の参加者を中心に釣りの感覚を体験していただきました。あいにくの天気ではありましたが、
最後のつかみ取りまで夢中になって魚を追いかける子どもたちの姿が印象的でした。

　６月２日（日）、９日（日）に村民センターですくすく倶楽
部の絵画教室を開催しました。木曽町在住の洋画家である桝田

千秋先生に今年もご指導いただき、F８号のキャンバスに思い思いの絵を描きました。筆だけでなく
クギや刷毛、手を使ったり絵の具のチューブからそのまま塗ってみたりと、様々な工夫が見られまし
た。楽しみながら良い絵が描けたのではないでしょうか。今回の作品は第33回全国日曜画家中部日
本展に展示される予定ですのでぜひご覧ください。

　おやすみ処ときわは毎週水曜日に活動を行っています。
　今回は６月の活動について紹介します。

　５日（水）には、包丁研ぎと朴葉巻づくりを行いました。７丁の包丁を１本１本丁寧に研ぎまし
た。朴葉巻も手作りならではの、おいしい朴葉巻が完成しました。
　最後はみんなで朴葉巻を食べながら談笑しました。
　12日（水）は、役場の保健師による講話。「腸能力を身につけよう！」というテーマで、腸の働き
や健康な腸を維持していく方法のお話を聞きました。みんなで楽しく学ぶことができました。

やぶはら高原渓流釣り大会を
開催しました。

どんな絵が描けたかな？

ときわニュース
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　６月３日（月）に木祖中学校生徒会役員を一日人権擁護委員に委
嘱し、人権の啓発活動に取り組んでいただきました。
　人権擁護委員に委嘱されたのは生徒会長の牛丸一真さん、副会長

の奥谷春流さん、藤原匠人さん、書記の笹川京那さんの４人で、人権意識を高めてもらうよう冊子や
啓発グッズを全校生徒に配りました。
　この活動は、木曽人権擁護委員協議会と長野地方法務局木曽支局が毎年木曽郡内の中学生を対象に
企画しているもので、人権とは人間が人間らしく生きること、この日をきっかけに人権を見つめ直し
てほしいと、長野地方法務局木曽支局長より委嘱状が渡されました。

　19日（水）には会の皆さんの持ち寄りでバザーを開催しました。
　中には掘り出し物もあって、楽しく買い物をしていました。村民の皆さんもお気軽におやすみ処と
きわ会にお出かけください。大勢の方のご参加をお待ちしています！

木祖中生徒会活動で
一日人権擁護委員に
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　６月23日（日）に松本平広域公園陸上
競技場を会場に、「第36回長野県小学生陸
上競技大会」が開催されました。木祖源
流トラッククラブからは、５月19日（日）
に開催された中信地区小学生陸上競技大会
において上位に入賞した４名【４年男子
100m：原昊椰さん、６年女子100m：寺
平祈愛さん、５・６年女子コンバインド
B：清水葵生さん（６年）、森下つぼ実さん（６年）】が参加しました。
　当日は時折雨の落ちる中での競技となりましたが、それぞれ出場した選手は自己記録を更新する活
躍をみせました。
　６年女子100mの寺平祈愛さんは２位【13秒18（予選は１位：12秒99）】・４年男子100mの原昊
椰さんは７位【15秒64（予選15秒32）】入賞を果たしました。
　寺平さんの予選タイム【12秒99】は、大会記録であると同時に、長野県小学生女子記録を10年ぶ
りに更新する素晴らしい記録で13秒を初めて切ったことも賞賛に値する記録となりました。
　寺平さんは８月24日（土）に伊勢市で開催される東海小学生陸上競技大会に出場します。今後の
寺平さんと木祖源流トラッククラブの活躍に期待が膨らみます。
※コンバインドB：走り幅跳び、ジャベリックボール投げの２種競技。

　６月30日（日）にこだまの森で第32回やぶはら高原はくさ
いマラソン大会を開催しました。実際に大会が開催されたのは
平成28年以来３年ぶりとなりました。当日は約1,000名のラン
ナーが雨のやぶはら高原を駆け抜けました。メイン会場のこだ

まの森では「御嶽はくさい」をふんだんに使用した白菜汁の振る舞いやスポーツ店による出店などで
大いに盛り上がりました。大会開催にあたり、ご参加いただきました選手の皆様、ご協力いただきま
したボランティアスタッフや関係団体の皆様に厚く御礼申し上げます。

第32回やぶはら高原
はくさいマラソン大会が
開催されました。

第36回　長野県小学生
陸上競技大会に参加しました
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●　第61回水道週間行事　☆なごや水フェスタ出店　●

　６月２日（日）水道週間恒例行事「なごや水フェスタ」が開催されました。
　会場となった鍋屋上野浄水場（＊１）には約8,000人の方々が来場され、水に関わる催しや特産品販売な
どで大盛況の一日となりました。
　木祖村からは旬の「ほお葉巻き」「山菜」「お六櫛」などを販売PR。またKISO源流の皆さんによる鳴子
踊りの披露、「源流の源気くん」「いっせー」による観光PRなど行い、来場者へ向けて木祖村を精一杯PR
して参りました。今回も名古屋市内で営業、活動している関係する企業や団体と連携した、木祖村産の野菜
を使った揚げ物「白菜キムチ串カツ」「こしあぶらコロッケ」も販売し美味しいと評判でした♪

●　トマト祭り　TOMATOMA出店★　●

　６月23日（日）、名古屋市円頓寺商店街でトマト祭りが開催され、木祖村産トマトジャムなど加工品を中
心とした販売PRを行なってきました。
　このイベントは商店街や地域の活性化、野菜の消費量が少ない愛知県民へ野菜の美味しさや魅力を伝える
場として開催され、（株）スミ設備さん御協力のもと多くの来場者へ商品やショップのPRを行うことがで
きました。パーソナリティ・書道家の矢野きよ実さんがイベントの司会進行を担当され、矢野さんからも木
祖村の魅力などを多く発信していただきました。出店に御協力いただきました皆さんに感謝申し上げます。
ありがとうございました。

　名古屋市も30℃を超える日が多くなってき
ました。
　６月は名古屋市内のイベントへ木祖村アンテ
ナショップ出張販売に出向き、木祖村で育った
野菜や加工品、旬の特産品の販売PR、夏から
秋の観光PRを行なってきました。

� （＊１�木曽川から取水、送水され名古屋市内などへ給水するためのろ過施設）

旬の山菜やほお葉巻き、
今年も好評♪

観光大使いっせーと共に
販売 PR しました。

木祖村産トマトジャムやジュース、
好評でした♪

KISO 源流の皆さんと記念撮影☆彡

なごや
いんふぉ Nagoya info

～木祖村名古屋総合拠点施設からの情報をお届けします～
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地域おこし協力隊活動日記⑪
　こんにちは。木祖村地域おこし協力隊の大沢 理沙です。この度は、皆様のご協

力のおかげで木曽ペインティングス「夜明けの家」を無事開催することができま

した。皆様に感謝申し上げます。会期中、村内外から多くのお客様にお越し頂き

ました。空き家の所有者のコンタクトから始まり、承諾の頂けた薮原の空き家５軒を対象に進

めてきた「夜明けの家」ですが、会期中は遠方から所有者の方々も足を運んで下さいました。

「私たちも今後、建物の生かし方を家族でまた話し合う。残してゆきたい」と言葉を残してく

ださる所有者の方もいらっしゃいました。一方通行の展覧会ではなく、空き家を抱える所有者

の方、地域住民、アーティスト、様々な立場から一つの問題の種に、問題の根から見つめ直し

向き合うことが出来たきっかけとなる展覧会になったように感じます。作品を通しながら、建

物も見つめなおすことが出来た17日間になったと実感し、この期間に様々な方から頂いた言

葉は、今後の活動に生かしてゆきます。この企画は、双方の気持ちがないと進めることが出来

ず、叶うことが出来ないものでした。ご協力頂きました地域の皆様、企画を承諾してくださっ

た所有者の方々、清掃作業からともに活動したアーティストの皆様、様々の人と手を重ね、

眠っていた薮原の文化に光が差し込み、きっかけとなる一歩を作ることができました。目覚め

た文化が二度寝しないよう今後も継続的に活動してまいります。地域住民の皆様からアンケー

トで頂いた意見も参考に、また課題に向き合ってゆきます。今後ともよろしくお願い致します。

 大 沢 理 沙
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地域おこし協力隊活動日記⑪

屋号看板を共同制作した木祖小学校・木祖中
学校の生徒に見守られ一羽ずつ設置しました。

６月６日（木）オープニングイベント
「ツバメ型屋号看板設置セレモニー」＆
フジタパレード

協力：NPO 法人木曽川・水の始発駅

協力：木祖産業協同組合

「フジタパレード」藤田嗣治が歩いた鳥居峠
の道のりを歩きました。
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地域おこし協力隊活動日記⑪

26名の作家が、その家の物語を追うように作品を展開させました。
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地域おこし協力隊活動日記⑪

６月８（土）・９（日）藤田嗣治作品鑑賞ツアー

協力・澤頭修自さん、湯川酒造店、極楽寺
澤頭先生の解説の下、ツアーが開催されました。

　移動知事室が行われ、阿部知事が一軒ずつ
会場の視察をされました。意見交流会も行い
地域の方、作家、様々な立場から薮原宿の今
後を見つめる、同じ方向を向くための熱のあ
る交流会となりました。

意見交流会

６月７日移動知事室開催

　週末は、街道沿いで「つばめ市場」が開催され、ライブや、お六櫛職人、陶芸職人による
実演・ワークショップが行われ楽しい週末となりました。また木祖村在住、郷土史家の澤頭
先生による藤田嗣治の作品鑑賞ツアーなど薮原の文化を見つめることの出来た濃い17日間と
なりました。本当にありがとうございました。
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　野山の木々の若葉がより色濃くなるなか、子ども達が植えた稲苗が10センチ程に成長した田
んぼの中で元気に泳ぐおたまじゃくしを見ながらかっこうの鳴く声を聴いていると日頃の気ぜわ
しさを忘れてこのふるさとの良さとありがたさを感じます。
　今月は６月までに実施した主な公民館事業を紹介します。

◆ご存知ですか木祖村のこと・・・答えは次ペ－ジ

１．木祖村村民憲章が制定されたのはいつ？　　２．天明５年（1785年）菅村に医院を開業した人は？

青木瑞穂先生の楽しいお話を聴きな
がら大きな声で歌を歌い日頃のスト
レスを発散し元気が出ました。毎回
好評の教室です。男性陣の参加お待
ちしています。

最近の盆栽ブ－ムを受けてミニ盆栽
教室を開きました。数年後の形をイ
メ－ジしながら上松町の中村今朝男
先生の指導を受け１回目は赤松を題
材として取り組んでみました。

分館どうしの交流を深める機会とし
てこだまの森でマレットゴルフ大会
を実施しました。終了後は公民館表
彰者の表彰を兼ねて親睦会を行いま
した。

公民館だより

分館合同
マレットゴルフ
大会

6/9
（日）

音楽教室 4/18
（木）

ミニ盆栽
教室　　

6/16
（日）

本館
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さつま芋の植え付けをしました。展示会で皆さんに食べても
らいたいと思います。秋の収穫を楽しみにしています。

吉田分館研修会は17名の参加で花フェスタの見学を行いま
した。好天に恵まれ北アルプスをバックに花の丘は見事でし
た。これからの地区の景観づくりに生かしていきます。

◆ご存知ですか木祖村のことの答え・・・１．平成３年　　２．野中　李杏

農業体験
6/2
（日）

マレットゴルフ大会
6/23
（日）

分館研修
5/19
（日）

わら原
分館

吉田
分館

菅
分館

こだまの森において14
名が参加してマレットゴ
ルフを楽しみました。暑
くもなく寒くもなく良い
コンディションの中、ゴ
ルフができました。その
後の懇親会では、来年も
ぜひ企画をしてほしいと
の要望が出されました。
若い人にも声がけをし
て、誘う事を約束して一
日を終えました。
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「おさがり会」

　６月13日（木）・14日（金）、老人福祉センターで子育て支援センターの
『おさがり会』を開催しました。お家で使わなくなった子ども服やベビー用品
等を、新たに必要としている方にお譲りする催しです。
　今回で４年目を迎えたおさがり会。今まで子育て支援センターの利用者さん
と妊婦さんを対象に開催していましたが、今年度から日程を２日間に拡大し、
２日目はどなたでも参加できるようにしました。
　過去最高の品物数がそろい、塩尻市や上松町からもお越しいただいて、たく
さんの品物が必要としている方のもとへ渡りました。
　次回は10月１日（火）・２日（水）開催予定です。

「木祖村開村130周年記念　味噌川ダム下流公園ハナモモ植樹」

　５月27日（月）晴天の中、開村
130周年記念として味噌川ダム下流
公園にハナモモの植樹に行ってきま
した。
　年長、年中児がそれぞれ２人組の
ペアになり、ダムの方と一緒にハナ
モモの苗木を植えながら「おおきく
なるといいね！」「ハナモモ咲いた
ら見においで。」と会話しながら、お互いの成長を楽しみに帰ってきました。
　園では、今後ハナモモの様子を見ながら、ダム下流公園までのお散歩コース
も考えています。

たくさんの品物が
揃いました

どれがいいかな？

保育園＆子育てセンターだより

　放課後児童クラブは、新年度が始まってから３か月が過ぎました。今年度
は低学年の利用が多く、高学年と合わせると20人程の利用があります。特に学校の参観日では30人も
の子ども達が帰ってくるので大忙しです。人数が多いと子どもどうしで遊び、トラブルが起きると高学
年が仲裁してくれるよい面もあります。６月17日（月）は学校が振替休のため児童クラブは１日開所
しました。11名の利用でしたが鬼ごっこや校庭のブランコに乗ったりして遊び、お昼はお家から持っ
てきたお弁当を食べ１日過ごしました。７月末からは長期休暇が始まりますが、１日の利用ですので安
全に気をつけながら、子ども達に楽しく過ごしてもらえるよう支援員と一緒に行事を考えていきます。

放課後
児童クラブ

日記
たのしかった！１日

深く穴掘ってね～。

これから、みんなで
ハナモモ植樹をしま～す。
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　皆さんは、自衛隊の仕事を知っていますか。
　「国の平和と独立を守る」という重要な使命のもと、わが国に対する侵略行為には即座に対応し、
自然災害時には人命救助と復興に尽力しています。さらには自衛隊の力を必要とする諸外国に赴き、
国際社会の平和にも貢献しています。

●募集日程

募集種目 応募資格 受付期間 試験日

航空学生

海：18歳以上
　　23歳未満の者
空：18歳以上
　　21歳未満の者
（高卒者又は高専３年次
修了者〈見込含〉）

2019年
７月１日（月）
～９月６日（金）

１ 次 2019年９月16日（月）
２ 次 �2019年10月15日（火）�

～20日（日）
３ 次 �2019年11月16日（土）�

～19日（火）
２次・３次共に指定する１日

一般曹候補生

18歳以上33歳未満の者
※�32歳の者は、採用予定
月の末月現在、33歳に
達していない者

第２回
2019年
７月１日（月）
～�９月６日（金）

１ 次 ９月20日（金）
　 　　～９月22日（日）
２ 次 10月11日（金）
　 　　～10月16日（水）
１次・２次、共に指定する１日

自衛官候補生
男子 /女子

18歳以上33歳未満の者
※�32歳の者は、採用予定
月の１日から起算して
３月に達する日の翌月
の末及び現在、33歳に
達していない者

年間を通じて行
なっております。

受付時にお知らせします。

自衛隊長野地方協力本部松本地域事務所広報センター「信濃」
松本深志2-6-5　マルナカ深志ビル１F　　TEL：0263-36-2787 

お問い合わせ

自衛隊で働く
4 4 4 4 4 4

ということ
　自衛隊には多様な働き方（コース）、多
くの職種・職域があり、自分の興味や得意
分野を活かしながら、一人一人がイメージ
する「将来の自分」を実現できる幅広い
フィールドが広がっています。また、自衛
隊員は特別職国家公務員としての身分が保
障されており、給与、保険など安定した処
遇・福利厚生のもと、不安なく目標に向
かって邁進することができます。

自衛 官等募集案内自衛 官等募集案内自衛 官等募集案内
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湯川喜義さんが行政相談員に
� 委嘱されました

行政相談委員として活躍されている湯川喜義さ
んが、この度引き続き、総務大臣から委嘱され
ました。
「行政相談」とは、皆さんから、国の役所や独
立行政法人及び特殊法人が行っている仕事に関
する苦情や意見・要望をお聴きして、その解決
のための助言や関係行政機関に対する通知など
の仕事を無報酬で行っています。相談は無料で
特別な手続きもなく、
相談者の秘密は固く守
られます。国の仕事や
サービス、各種制度の
手続きなど、お困りご
とや苦情、ご意見、ご
要望はお気軽にご相談
ください。

ご存知ですか？中退共の退職金制度

「中退共」は中小企業のための国の退職金制度
です。
掛金助成や税法上の優遇が受けられ、社外積立
のため管理も簡単です。
詳しくはホームページをご覧ください。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
●お問い合わせ
　独立行政法人�
　勤労者退職金共済機構
　中小企業退職金共済事業本部
　☎03-6907-1234

長野県計量モニターを
� 募集しています

皆さんが日ごろ購入している食料品等につい
て、内容量が正しく表記されているか調査を行
い、感想やご意見をいただく、「長野県計量モ
ニター」を募集しています。

●�募集人員：30名（人数に達した場合には申
し込みを締め切らせていただきます。）
●応募期限：９月30日（月）
●お申し込み・お問い合わせ
　長野県計量検定所
　（松本市島立1020松本合同庁舎内）
　☎0263-47-4006
　HP：�http://www.pref.nagano.lg.jp/

keiryo/index.html

サマージャンボ宝くじ発売中です！

「サマージャンボ宝くじ」と「サマージャンボ
ミニ」が７月２日（火）から８月２日（金）ま
で全国で２種類販売されています。
サマージャンボ宝くじ
　１等　　　　５億円×20本
　前後賞各　　１億円×40本
　※当選本数は、販売総額が600億円
　　20ユニットの場合
サマージャンボミニ
　１等　　　　3,000万円×40本
　前後賞各　　1,000万円×80本
　※当選本数は販売総額240億円
　　８ユニットの場合
この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい
まちづくりに使われます。
宝くじの収益金は、長野県の販売実績により配
分されますので、ぜひ県内の宝くじ売り場でお
買い求めください。

お 知 ら せ
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お 知 ら せ

特別養護老人ホームの職員を
� 募集しています

お問い合わせ
　松塩筑木曽老人福祉施設組合事務局
　☎0263-53-5000
■現在募集中の嘱託員
　●�介護職員（各施設若干名）
　　※�普通自動車免許があり、介護職に必要な

資格を有する人
　　※�組合各施設に事前連絡の上、随時、面接

により選考
■令和２年度に採用する正規職員
　●�看護職員
　●�介護職員
　　�（昭和49年４月２日
以降に生まれた人）

◆受験資格
　�いずれも普通自動車免
許があり、各職種に必
要な資格を有する人
　・�各資格は、令和２年３月末までに取得見込
みのものを含みます。

　・�学生は、令和２年３月末までに卒業見込み
の人に限ります。

◆採用人数
　いずれも若干名
◆第１次試験
　９月28日（土）
◆申込期間
　８月９日（金）～９月18日（水）
　（平日の午前９時～午後５時）
◆申し込み方法等
　�組合各施設および事務局（特別養護老人ホー
ム桔梗荘内）および組合ホームページにある
申込書に記入の上、本人が直接事務局に提出
してください。
■勤務場所
　�木曽郡（南木曽町・木曽町・木祖村）、塩尻
市、松本市、東筑摩郡にあるいずれかの組合
施設

■�受験資格や申込方法など詳細は、直接問い合
わせるか、組合ホームページ（URL http://
aoihato.com/）で確認してください。

司法書士事務所における�「相続登記
特別無料相談」～不動産の名義変更
はお済みですか？～

長野県司法書士会では、８月３日の司法書士の
日を記念し、次のとおり無料の相続登記特別相
談を実施します。
　日　　時：令和元年８月５日（月）
� ～８月９日（金）
　　　　　　午前９時から午後４時まで
　相談場所：県内各司法書士事務所
　　　　　　�（必ず電話でお問い合わせの上お

出かけください。）
　相 談 料：�無料
　予　　約：�相談を希望する司法書士事務所に

直接お問い合わせください
　相 談 例：・�登記名義人が先々代のままと

なっている。妻（夫）に全財産
を相続させたいが、どうすれば
…。

　　　　　　・�相続人の中に行方不明、連絡先
が分からない人がいて遺産分割
協議ができない

　　　　　　・�遺言について教えてほしい
お問い合わせ：長野県司法書士会
　　　　　　　（☎026-232-7492）
★�お近くの司法書士事務所へお問い合わせの
上、お出かけください。お近くの司法書士事
務所については、長野県司法書士会（☎：
026-232-7492）へお問い合わせいただく
か、長野県司法書士会ホームページに掲載し
ている会員名簿をご覧ください。
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各種イベント行事で撮影した写真は広報きそ等で使用させていただく場合がございますのでご協力の程お願いいたします。

人　　口 男 女 世 帯 数

６月 2859（－10） 1336（－ 7） 1523（－ 3） 1118（＋ 2）

７月 2854（－ 5） 1334（－ 2） 1520（－ 3） 1118（＋ 0）

村 民 の う ご き （　）内は対前月比

緊 急 当 番 医
月 日 医　院　名 町村名 電　話 月 日 医　院　名 町村名 電　話

8

4 古 根 医 院 大桑村 55-1188

9

1 王滝村診療所 王滝村 48-2731
11 池 口 医 院 大桑村 55-2002 8 原内科医院 木曽町 22-2678
12 奥 原 医 院 木祖村 36-2264 15 芦 沢 医 院 上松町 52-2018
18 木曽ひよし診療所 木曽町 26-2001 16 古 根 医 院 大桑村 55-1188
25 大 脇 医 院 上松町 52-2023 22 田 沢 医 院 木曽町 44-2008

23 池 口 医 院 大桑村 55-2002
29 大 脇 医 院 上松町 52-2023

変更のある場合がありますのでながの医療情報Net（http://www.qq.pref.nagano.lg.jp）にてご確認ください。

「おでかけパフォーマンス　in　木祖村」
　７月５日（金）にとちのみ保育園でクラウン達の「おでかけパフォーマンス」が行われ、11名のクラウ
ン達が来て、園児と遊んだり、パフォーマンスを披露してくれました。園児たちも楽しいひとときを過ご
し、最後はトンネルを通ってハイタッチして、お別れをしました。


