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今月の主な内容
・新型コロナウイルス感染症対策  2、3P
・自然災害時の避難について  4P
・テンカラ釣り優先区域を設定します  5P
・第５回やぶはら高原スキー場あり方検討会  6P
・自衛官募集  7P
・伊藤一生の恋愛コラム  8～11P
・地域おこし協力隊活動日誌  12～14P
・なごやいんふぉ  15P

・保健室だより  16、17P
・子育て支援センターに遊びに来ませんか？

 18、19P
・保育園＆子育て支援センターだより  20P
・放課後児童クラブ日記  21P
・Photo News  22P
・公民館だより  23P
・お知らせ  24～31P
・TOPIX  32P

場　所：あやめ公園池場　所：あやめ公園池
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　新型コロナウイルス感染症は、咳・くしゃみ、2メート
ル以内でマスクをせずに会話を行って生じる飛沫が目・鼻・
口に入ることで感染します（飛沫感染）。
　また、ウイルスがついた手で目・鼻・口に触れることで
感染します（接触感染）。
　３ページにある感染症防止対策を参考にしていただき、
感染を防止するための行動を自ら考え実践しましょう。

　木曽川源流の里も、夏至が過ぎ夏の到来。中止となってしまいましたが藪原祭りの太
鼓の練習の音が聞こえて来そうな時期を迎えております。4月から 6月にかけて猛威
を振るっていた新型コロナウイルスの感染症もようやく一段落し、緊急事態宣言が解除
され、社会経済活動も段階的に再開されるようになりました。
　この間村民の皆さまには生活に大きな支障を生ずることとなりました。とちのみ保育
園の休園、小中学校の休校や村民の皆さまの外出自粛等我慢の毎日でございました。
　村民の皆さまの絶大なるご協力のおかげで新たな感染者も出ることなく、子ども達も
元気で通学しております。このことは、村長として本当に嬉しく村民の皆さまのご協力
に心から感謝と御礼を申し上げます。
　しかしながら、村内の祭礼や源流夏祭り等大きなイベントは今年は中止となってしま
いましたが、来年はぜひ開催しましょう。気を緩めると第 2波、第 3波が襲ってまい
ります。
　「新しい生活様式」の定着に向けた取り組みをそれぞれのご家庭で実践いただきます
よう宜しくお願い致します。

村長メッセージ

新型コロナウイルス感染症対策

信州版「新たな日常のすゝめ」より
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Withコロナ時代をいきるために
～かからない・うつさない・ひろげない、新しい生活を身につけましょう～

人との距離を保つ
できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける
会話は、可能な限り真正面を避ける
買い物はすいた時間に
公共交通機関は混んでる時間をさけて
遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ

マスクをつける
症状がある時は必ずつける
症状がなくてもマスクをつける
こまめに水分を摂って熱中症予防
屋外で人との距離を保てる時は外す

手洗いをする
手洗いは 30秒程度かけて水と石鹸で
丁寧に洗う
～手洗いのタイミング～
・帰宅後
・トイレの後
・食事、調理の前後
・咳やくしゃみの後
・病気の人のお世話をした後
・多くの人が触ったものに触れた後　等

「3つの基本」で感染防止

人が集まる時には「3つの密」が重ならない環境づくりを目指しましょう。
３の密を避ける方法（一例）
こまめに換気（1時間に 2回以上）、換気扇を回す、ドアを開けて扇風機を使う
大きな会場を使用する、参加者を限定する
狭い部屋での長居をしない、人と人との距離をとる、できるだけ短時間とする　　等

「３つの密」（密閉・密集・密接）を避けること

毎日欠かさず「健康チェック」

体温測定・体調の確認をしましょう。
風邪症状やいつもと違う症状がある時は、無理をせず、外出を避けましょう。
風邪症状が長引く時や、息苦しさや高熱などの強い症状がみられる時は、受診が必要です。受診する前
に、必ずかかりつけ医や保健所に電話で相談しましょう。

　参考：長野県「長野県としての対応について」（6月 17日）
　　　　厚生労働省「新しい生活様式」の実践例（5月 4日）
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　現在の状況下で自然災害が発生した場合、避難所には不特定多数の人が生活することとなるため、「３
つの密（密閉・密集・密接）」が重なりやすく、新型コロナウイルス感染症のリスクがあります。
　村では、新型コロナウイルス感染症対策として、有事の際、避難所の開設数を増やすとともに、「３
つの密」を避けるためのスペースの確保や、換気、衛生対策の徹底などに努めていきます。
　村民の皆様におかれましても、自然災害時にどうすればよいのか、日頃からの備えと、自然災害時の
避難行動を改めて確認してください。

▶　自然災害により避難する場合の留意事項
１．避難の際はマスクなどの感染防止対策をしましょう。
２．風邪の症状がある方などは、避難所運営スタッフに申し出てください。
３．基礎疾患をお持ちの方など、体調に不安がある方は、避難所運営スタッフに申し出てください。
４．避難所ではこまめな手洗い、咳エチケットなど、基本的な感染対策をしましょう。
５．他の避難者との距離を十分にとるようにしましょう。
６． 定期的に体温をはかり、少しでも体調の変化を感じた場合は、速やかに避難所運営スタッフに申し
出てください（非常持ち出し品に体温計をあらかじめ準備しておきましょう）。

７． 避難先は村の指定避難所だけでなく、安全な場所に住んでいる親戚や友人宅への避難も検討してく
ださい。

８． 避難所での感染が不安な場合は、車で安全な場所に移動した後、一時的な車中泊も選択肢の一つで
す（エコノミークラス症候群の恐れがあるため、長期間は推奨しません）。

自然災害時の避難について

①ハザードマップで自宅の場所を確認！

②自宅の場所が着色されている

警戒レベル３
高齢者等避難
開始

警戒レベル４
避難指示等

自宅の場所は
１．周りと比べて低い土地　や　　　　
２．崖のそば　等に位置している

自宅にできるだけ留まり、2階
などのできるだけ高く安全な場
所で身の安全を確保

避難する時にはご近所の方にも一声を ! 安全な親戚や
友人宅へ避難！

安全な親戚や
友人宅へ避難！

指定緊急避難場
所に避難を！

指定緊急避難場
所に避難を！

台風や豪雨時に、あなたがとるべき避難行動を確認してみましょう！

い
ま
で
き
る
こ
と

はい

はい
はい

はい いいえ

いいえ

い
い
え

台風 豪雨
発生

災害の危険あり！
安全な場所へ避難が必要！

はい いいえ はい いいえ

③避難に時間がかかる方はいるか？（例：高齢の方、体の不自由な方等）

④安全な場所に住んでいる親戚や友人宅に身を寄せられそうか

【避難とは…】災難を避け、安全な場所へ移動すること
【安全な場所とは…】より危険の低い場所（ハザードマップ着色区域外や避難場所等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外へ出るのが危険な場合は建物の２階など）
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　「木祖村川等活用振興事業」「信州釣ーリズム推

進事業」の一環として、昨年に引き続き、18区

公会所付近約 850 ｍ区間の笹川を「テンカラ釣

り優先区域」に設定いたします。昨年初めて優先

区域の設定を行ったところ、地元住民の皆様をは

じめ、多くの方よりご好評をいただきました。期

間は 8月～ 9月末までの 2ヶ月間となります。

優先期間中はテンカラ釣りを優先としますが、区

域内での餌釣りやルアー釣りを禁止するものでは

ありません。村民の皆様におかれましては、お互

いが気持ちよく釣りを楽しめるようにご協力をお

願いします。

テンカラ釣り優先区域を設定します

お問い合わせ　木祖村役場　産業振興課　☎36-2001
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第５回やぶはら高原スキー場あり方検討会

〇出された主な意見
・ 次期シーズンに向けて最低限やらなくてはならないこととして、国設第３リフトのワイヤーロープの
交換及びスノーマシン中央監視盤の整備が必要である。
・ワイヤーロープの交換に約7百万円、スノーマシン中央監視盤の整備に約２千万円を要する。
・早期に全面オープンさせるために、国設第１ゲレンデに降雪機を整備することを優先すべき。
・リフト等、事故がおきれば責任問題となる。危険箇所の修繕を優先すべき。
・国設第１ゲレンデに降雪機が整備されると現状では水不足となる。
・会社の中央ペアリフトを村に譲渡し、全てを村の物にして会社に運営してもらったらどうか。
・どのように会社を維持発展させるかが大切であり、基本的に収支が合わなくてはならない。
・ 収支が合わない会社として、世間に認められるためには社会的、地域的、文化的な波及性が高い会社
でなくてはならない。
・ 会社としての販売促進結果が今回なかったのが非常に残念である。ただ、アンケート調査を実施した
ことは有効である。
・ スキー場経営とは非常に特殊なものであり、気象によって左右される。収支を合わせることは非常に
難しい商売である。
・新聞のスキー場情報の提供の仕方について反省している。
・食堂を含めたスキー場一本化の検討に取り組んでいかなければならない。
・ 新型コロナウイルスがどこまで影響するか不安であり、食堂等においても収容人数を半減するような
状況になれば商売が成り立たない。
・コロナの影響で学校のスキー教室がなくなることも心配である。

　第 6回スキー場あり方検討会が 7月 10日㈮に開催されました。その内容は次回広報に掲載させて
いただきます。

　新型コロナウイルスの影響で検討会を自粛しておりましたが、去る 6月 9日㈫ 5回目の検討会を開
催しましたのでその概要をお知らせします。
　はじめに奥木曽グリーンリゾート㈱から 2019～ 2020 シーズンの結果について報告がありました。
その内容は以下のとおりです。

　・入込み数：53,871 人（過去 22年間で最低）
　・売  上  高：136,683 千円
　・経常損益：△ 35,086 千円（見込み）

　入込みや売上が減少した理由としては、雪不足によりオープンが遅れ 12月及び１月の入込みが減少
したことや、権兵衛トンネルの通行止め等もあり、大きく影響したと見込んでいます。
　今回の検討会では、現状の課題と新型コロナウイルスの今後の行方が懸念され、来シーズンに向けて
の議論が中心となりました。
　このスキー場あり方検討会ではスキー場の将来について、そのあり方を検討しておりますが、来る
シーズンを迎えるにあたり、リフトやスノーマシンの修繕が必須で、お客様や従業員の安全を確保しな
ければ営業が難しいとのことや、修繕に要する費用は、現実問題として捻出できないとのことから、「村
で何とか支援をしてほしい」と言う意見が出されました。そこで、村としては「議会に相談をさせてほ
しい」との見解を示しました。
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　みなさんは、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。

◆お問い合わせ先◆
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

自衛官等募集案内

　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。

自衛隊で働くということ

〇募集日程

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>）

2020年
７月１日㈬ ～９月10日㈭

（１次）
2020年９月22日㈫
（２次）
2020年10月17日～22日
（３次）
（海）2020年11月20日～
 12月18日
（空）11月14日～
 12月17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
2020年
７月１日㈬ ～９月10日㈭

１次：９月18日㈮～
 ９月20日㈰
２次：10月９日㈮～
 10月14日㈬
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
日現在、33歳に達してい
ない者

年間を通じて行っており
ます。 受付時にお知らせします。
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※順不同

　今回は「つり橋理論」について。

　カナダの心理学者、ダットンとアロンによっ

て発表された「生理・認知説の吊り橋実験」に

よって実証されたとする学説ですね。実験とし

ては、18～35歳までの独身男性を集め、渓谷

に架かる揺れる吊り橋と揺れない橋の２ヶ所

で、男性にそれぞれ橋を渡ってもらい、橋の中

央で同じ若い女性が突然アンケートを求め話し

かけ、その際に「結果などに関心があれば後日

電話をください」と電話番号を教えるというこ

とを行ったそうです。

　その結果、揺れる吊り橋の方の男性からはほ

とんど電話があったのに対し、揺れない橋の方

からはわずか１割くらいであったというもので

す。これにより揺れる橋での緊張感を共有した

ことが恋愛感情に発展する場合があるというこ

とになります。この「つり橋理論」は実験のみ

で厳密に立証されている訳ではないですが、現

在まで概ね正しいとされていますね。

　さて、こちらの実験ですが、結構な方がご存

知なのではないでしょうか？ＴＶや雑誌でも良

く取り上げられていますし、皆さんの中にも、

デートは遊園地でお化け屋敷とか、ジェット

コースターなどが良いとか聞いたことがある方

も多いと思います。

　ただ、正直なところ、遊園地でデートできる

ような関係なら悩むことはなさそうですし、そ

もそもそこまでに辿り着くことが難しいといっ

たこともあり、「つり橋理論」については、理

解はしているけども、使い道がないなぁと思わ

れる方も多いのではないでしょうか？

　ところが、この「つり橋理論」、単純なよう

に見えて、実は結構応用が効くのですね。緊張

感を共有したことが恋愛感情に発展する場合に

なるということは、相手が精神的に不安を抱え

ている、恐怖を持っている状況でも良く、それ

を共有することで恋愛感情にも結びつくという

ことでもあるのです。

　つまり、一緒に怒られたり、秘密を共有した

りするドキドキ感だけでもそれを引き起こすこ

とが可能になるのですね。

　この「つり橋理論」、覚えておくと何かと有

利な状況を作り出せるので、自分なりに上手く

取り入れてぜひ使ってみてくださいね。

伊藤一生の恋愛コラム
木祖村観

光大使＆恋愛カウンセラー

木祖村縁結び事業

Vol.13
「つり橋理論」について

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。

伊藤さんへの質問や相談を募集しています。

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。

木祖村結婚支援推進員をお願いしました

　木祖村の結婚支援事業を広げていただくため、今年度は 3名の方に結婚支援推進員をお願い
しました。

・東
ひがし

　　幸
さち

男
お

さん（16区）　　  小木曽で そば割烹 縁結びを経営しています
　・古

ふる

畑
はた

恵
え

理
り

さん（5区の２）　結婚式でのヘアメイク等の経験がある美容師です
　・古

ふる

畑
はた

雄
ゆう

介
すけ

さん（5区の２）　薮原で恵理さんと美容室 LEGOを営む美容師です
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　民間事業者に委託して結婚したい人の婚活を支援するための結婚相談所を開設しています。
◎事業内容
・ 会員の方の結婚相談を行っています。婚活の始め方が分からない方でも安心して始めることが
できます。
・双方の了解を得て、プロフィールを紹介。希望があれば実際にお会いするようになります。
　※登録者だけでなく、委託業者に登録されている方の紹介もあります。
・ 長野県が主催する『ながの結婚マッチングシステム』への登録が行えます。こちらでは、県内
の相談所に登録している方からお相手を探すことができます。
◎登録に必要なもの
・登録申込書　　　・ご本人の写真１枚（パスポートサイズの顔写真）
・ ご本人確認ができる写真入りで現住所が記載された公的証明書（運転免許証、パスポート、マ
イナンバーカード等）
・独身証明書（本籍のある市町村で証明書が受けられます）
　または、独身宣誓書（民間委託会社の様式）
◎費用
　令和２年度から情報管理料として、年3,300円をいただいています。

登録の相談や事業内容の問い合わせ先です。
㈱ベストパートナー（運営事業者）
住所：〒399-0701　塩尻市広丘吉田3322
電話：0263-88-3058
登録・相談日時：火～日　午前10時～午後８時（月曜休）
※登録・相談は事前に電話予約が必要となります。

源流出会いサポートセンター

木祖村の結婚支援事業

　木祖村は結婚したい村民を後押しするために様々な事業を行っています。
　１．源気出会いサポートセンターの開設
　２．恋愛カウンセラーによる恋愛相談
　　　 木祖村観光大使の伊藤一生さんによる恋愛・婚活・結婚全般のお悩み相談を実施していま

す。
　　　また、広報きそに心理学をもとにした恋愛に使えるテクニックを紹介しています。
　３．出会い・交流の場となるイベントへ補助金
　　　 村民の出会いや交流の場となるイベントの主催者に、対象となる経費に対して最大 5万

円まで補助します。
　４．結婚祝金
　　　木祖村で婚姻届を提出し、住み始めた夫婦に村からお祝いで 10 万円を贈呈します。
　５．結婚新生活支援補助金
　　　 年収等の条件に該当する木祖村で新生活を始めた新婚夫婦に、住居に関する費用を最大

30万円まで補助します。
　補助金や結婚祝金には細かい条件がありますので、該当しそうな事業がありましたら、役場総
務課まで相談してください。
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　若い世代の結婚に伴う新生活のうち住居に関する費用について支援を行い、経済的負担の軽減
と村への定住の推進を目的とした『木祖村結婚新生活支援補助金』を、30万円を上限に交付し
ます。
◎対象となる世帯
・夫婦ともに婚姻日時点で34歳未満である
・婚姻届を令和2年 1月 1日から令和 3年 2月 28日までに提出している
・夫婦の平成31年分の所得合計が 340万円未満である
　※ほかに条件があります
◎補助対象
　令和 2年 4月 1日以降に転居した際に支払った以下の費用を補助します。
・住居購入費用もしくは賃貸時の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等
・引越費用（引越業者や運送業者へ支払いをした分に限ります）
◎申請期限
　令和３年３月1日㈪
　※提出書類が多いため早めにご相談ください

　出会いと交流の機会を創出するイベントに対して補助金を交付しています。
　若い人が集まるイベントを開催したい…などありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

結婚新生活支援補助金

「縁結びイベント」を支援します！

　補助金の交付対象となるのは以下のとおりです。
１．補助の対象
　木祖村でイベントを開催する方、または団体ならどなたでも対象となります。
　（村外の方でも対象となりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。）
２．補助金の対象となるイベント
　①村内で実施する、10名以上の男女が集まるイベント
　　（例）・飲食店で食事をしながら交流するイベント
　　　　・文化・スポーツ活動などを介したイベント　など
　　※出会いが目的ではなくても、男女が交流できるイベントであれば対象となります。
　②結婚にむすびつく講座、セミナーの開催
３．補助金額　　1つのイベントにつき5万円を補助します。
　※同じ団体に対し、同じ年度において３回まで補助金を交付します。
４．補助対象経費（主なもの）
　参加者１人につき 2,000 円以下の参加費、外部講師の謝礼・交通費、チラシの印刷代、　
　消耗品代、会場等の使用料など
５．補助対象外経費（主なもの）
　人件費、恒常的な運営経費、個人的な経費、イベントの実施に必要のない備品の購入費など
６．申請方法
　補助金交付申請書及び関係書類を総務課へご提出ください。
　※イベントを開催する前に申請が必要となりますのでご注意ください
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　木曽郡６町村で連携して、結婚支援のイベントを行います。今年度は、昨年度好評だった男性
のイベントは継続し、女性向けには内容を大幅に変えて開催します。

★木曽広域連携　婚活イベント等総合説明会
　現在の婚活事情や木曽広域で行うイベントについて説明を行います。
　今回は新型コロナウイルス感染症を考慮して、婚活イベントに関する説明の
動画を見ていただき、その後にオンラインで質疑応答を行います。結婚をした
い方だけでなく、独身の村民のご家族や近隣の方なども、ぜひご参加ください。
◎開催日時：8月 2日㈰ 14：00～
※自宅にてお手持ちのスマホやインターネットに接続できるパソコンで参加できます。
※ スマホの操作に自信がない方やスマホやパソコンの無い方向けに、公共施設で見られるよう
にします。
　参加される方は７月30日㈭までに役場総務課まで連絡をお願いします。
※ イベント後でもスマホ等で見ることができます。また、ケーブルテレビでも放送を予定して
います。

★女性編
　婚活中または、婚活
を考えている未婚女性
向けにセミナー＆座談
会を行います。

セミナー
　最近の婚活事情や心
がけなど、婚活に必要
な情報を提供します。
　婚活イベントに参加
する服装で来場すると
アドバイスをもらえる
かもしれません。

座談会
　同じ境遇の方と話を
することで、安心を得
たり意欲ＵＰにつなが
ります。

木曽広域の結婚支援イベント

★男性編
「突撃！木曽男子はいかがでしょう⁉ 」in 名古屋
　昨年も実施し、３組のカップルが生まれました。
◎開催日時・場所：
≪１st ステージ≫ 12月 20日㈰名古屋市内
≪２ndステージ≫ 12月 27日㈰名古屋市内
※  2nd ステージは、1st ステージでマッチングできた人だけが参
加します。

※ イベントへの参加費や当日の宿泊費・交通費等ご負担いただきま
す。

　イベントでのマッチングに成功するため以下の準備やイベント後
のレクチャーを行います。
◎事前レクチャー：10月予定
▶ 身だしなみや心構え等のレクチャー、女性参加者向けの動画撮
影を行います。

◎決起集会：12月 19日㈯ 19時ごろ～
　・参加する男性同士の団結力を上げます
◎事後レクチャー：1月予定
▶ 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。

※イベントの日程は新型コロナウイルス感染症等により変更になる場合があります。
※ 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 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。
※参加を希望される方は役場総務課まで連絡をいただくと、募集開始をお知らせします。
※ イベントの企画・運営は、30組以上の成婚実績がある LLP マリッジローカルコネクトが行い
ます。なお、男性イベントの形式において 5 年間で６組の成婚が発生しています。

お問い合わせ・参加申し込み先　　木祖村役場　総務課　結婚支援担当　☎36-2001



12広報きそ361号広報きそ361号 令和２年７月22日発行令和２年７月22日発行

地域おこし協力隊
活動日誌

　皆さんこんにちは、大沢理沙です。雨が連日続く此の頃、本年
は困難が続く１年であることを実感しております。先月、６月
13日㈯・14日㈰・20日㈯・21日㈰と薮原宿「旧藤屋旅館」にて
木曽ペインティングスによるオープンスタジオを開催しました。
３月から滞在している近藤太郎さんの作品展示や村民100名参加
した「木祖村ブルース」の上映、オープンランチを行いました。
１週目は土砂降りの雨の開催になりましたが、地域の方々を始
め、ラジオ・新聞で情報を得た村外の方など２週間で200名以上
のお客様にお越し頂きました。地域の皆様の温かい手料理の差し
入れなど多くの皆様のやさしさで、第１回目の藤屋レジデンスを
開催できましたこと感謝致します。ありがとうございました。
　1990年代まで営んでいた「旧藤屋旅館」。かつては汽車に乗り
薮原スキー場に訪れたお客さんを、主人と息子が提灯片手に出迎
え、多いときは廊下にまで布団を敷き詰め宿泊していたと所有者
の方から歴史をお聞きします。

No.17

6月13日㈯・14日㈰・20日㈯・21日㈰【藤屋オープンスタジオ開催】
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　また、薮原祭りではかつて藤屋旅館の前で上獅子と下獅子が舞
い、顔を赤め酒を酌み交わし、人々が交流した場所だったともお
聞きしました。旅館を閉め、一時は空き家となった旧藤屋旅館で
すが、こうして人の手が重なり、地域の方々、村外の方々の交流
が生まれもう一度呼吸をし始めるように機能し始め、大変嬉しく
思います。
　この先も、この旧藤屋旅館が地域の中で笑いあい・語りあい、
交流の場として呼吸が続きますよう地域の皆様と共に生かしあっ
ていきたいです。
　現在、長野県地域発元気づくり支援金を活用し車庫部分をギャ
ラリー空間へと改装しています。今後は木曽ペインティングスと
共に、全国・海外から集まるアーティストが滞在し、地域交流の
中で美術教育やワークショップなど企画を企て、また街道沿いの
ギャラリーも活用してゆきたいと考えております。
　答えのない道のりであり時間がかかるプロジェクトであります
が、私自身も力をつけ日常生活の中で、楽しい文化が根付きます
よう、皆様と楽しく作って参りたいと思います。今後ともよろし
くお願い致します。

長野県地域発元気づくり支援金を活用し藤屋旅館の車庫を
ギャラリーにする計画を進めております。
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　【つばめ型屋号看板プロジェクト】

　木祖産業協同組合と共に進めている「つばめ型屋号看板」プロ
ジェクト。コロナの影響で延期となっていた小中学校での屋号の
授業の日程も決まりました。子どもたちと屋号を学びながらの書
道教室を実施し、子どもたちの文字がつばめに乗り完成いたしま
す。薮原の歴史と向き合い、ここに暮らす職人さん・若者たちと
共同制作し形になることに感謝しております。楽しい授業になり
ますよう準備して参ります。
　人の棲む家を選び巣をつくるツバメをテーマに、一方で人が棲
まなくなった空き家はどう見つめていくかをテーマに制作してお
ります。完成した看板は、空き家に設置します。この空き家は、
11月開催木曽ペインティングス「千年のすみか」にて扉が開き
ます。今後の空き家の活用方法を皆で考えるきっかけになればと
願います。
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木祖村アンテナショップ源気屋桜山店
  （℡ ０５２-６８０-７３５０）
  愛知県名古屋市昭和区桜山町6-104-37
  ６月より木曜日も営業しております‼ 
  定休日は日曜日のみです。
ご来店お待ちしております☆

木祖村アンテナショップでお酒の販売始めました！

NAGOYA INFOMATION・NAGOYA INFOMATION・NAGOYA INFOMATION・NAGOYA INFOMATION・NAGOYA INFOMATION・NAGOYA INFOMATION

NAGOYA INFOMATION・NAGOYA INFOMATION・NAGOYA INFOMATION・NAGOYA INFOMATION・NAGOYA INFOMATION・NAGOYA INFOMATION

なご
いんふぉ
や

木

GOYA 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～

　木祖村アンテナショップでは、6月 4日㈭～湯川酒造店さ
んの日本酒の販売を始めました。
　初日より３日間は、試飲会を行いお客様にお酒の飲み比べを
していただきました。新聞にも掲載され沢山の方に来場いただ
きました。
　６月 18日㈭～はお隣の塩尻市産のワインの販売も始めまし
た。
　今後も定番商品にプラスして季節商品など取寄せていきたい
と思っております。宜しくお願い致します！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年に入り、新型コロナウイルス感染症が拡大し全
国に緊急事態宣言が出されました。観光協会で企画・受入・対応を計画していた８月までの数多
くの木曽川上下流交流事業や各ツアーのほとんどが延期、規模縮小、中止となり「徹底した外出
自粛の要請」や「県域をまたいだ移動自粛の要請」を受け、緊急事態宣言下では観光客受け入れ
は全く出来ない状況になりました。名古屋市昭和区桜山にある木祖村アンテナショップの『源気
屋桜山店』でも愛知県の自粛要請を受け、４月26日～５月10日までの約半月の間、お店を休む
ことにしました。
　この緊急事態宣言の間を利用して、観光協会では終息後の体験メニューを増やすことやアンテ
ナショップでの販売も視野に入れ、木祖中学校近くの10アールの遊休農地を活用し体験農園を
造成しました。６月から多くの野菜が出荷され店頭に並んでいます。農業生産技術はまだまだ未
熟であり、立派な野菜は作れませんが、なんとか木祖村の味を伝えていけるように頑張ります。

観光協会体験農園直営ファームが活躍しています観
●

光
●

協
●

会
●

だ
●

よ
●

り
●

アンテナショップで直営ファームの野菜が並ぶ――初出荷（ほうれんそう他）アンテナショップで直営ファームの野菜が並ぶ――初出荷（ほうれんそう他）
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　広報きそ７月号から、「保健室だより」として、皆さんに知っていただきた

いホットな健康情報を連載でお届けします。今月のテーマは「脳卒中」です。

脳卒中は死亡や寝たきりなど、大きな障害を引き起こす原因の 1つですが、予

防や早期発見で重症化を防ぐことができる病気です。正しい知識を身につけて、

ご自身やご家族の健康を守りましょう。

　脳の血管が破れたり詰まったりすることで、脳に血液が届かなくなり、神経細胞が障
害される病気です。体に障害が出たり、意識障害をおこしたり、最悪の場合は命を落と
すこともあります。
　脳卒中は昔から、ある日突然発症し後遺症を残すことから‘中気’や‘中風’と呼ば
れ恐れられていました。現在の木祖村でも、脳卒中の発症率が長野県や木曽郡と比較し
ても高く、特に女性は郡内だんとつ１位です。また 40代から 60代の若い世代の男性
にも発症が増えており、病気の後遺症から介護が必要な状態となる方も多くみられます。

脳卒中とはどんな病気？

　脳卒中の初期段階には、下記のような症状が突然現れます。

初期症状を見逃さないで！

　こうした症状のうち 1つだけ出現することもあれば、いくつかの症状が重複する
場合もあります。
脳卒中は症状が出て4時間半以内に治療を開始すると後遺症が軽くなるといわれる

ため、早期発見が重要です。症状がみられた場合には、たとえ軽い症状でもためらわ
ず一刻も早く救急車を呼びましょう。

□ 顔・腕　片方の手足や顔半分の麻痺・しびれ
□ 言　葉　ろれつが回らない、言葉が出ない
□ 歩　行　立てない、歩けない、ふらふらする
□ 視　野　片方の目が見えない、物が2重に見える、視野の半分がかける
□ 頭　痛　経験したことのない激しい頭痛がする

木祖村で多い脳卒中。予防で健康長寿を目指しましょう！

保健室だより

今号の担当
保健師
原
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　脳卒中を発症する多くの方は「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」などの生活習慣
病をお持ちです。規則正しい生活を心がけ、年に１回定期健診（特定健診など）を受
診して生活習慣病の予防と改善に努め、健康的な体づくりをしましょう。

脳卒中予防のためにできること

□ 食生活を整えましょう
血圧を10～20mmHg下げると、脳卒中の発症が50％減
ることが分かっています。薄味を心がけ、野菜をたっぷ
り食べましょう。動物性脂肪を控え、良質のたんぱく質
（青魚、大豆、乳製品等）をとり、バランスのよい食事を
心がけましょう。

【おすすめの健康教室】適塩教室

□ 体を動かしましょう
定期的な運動はストレス軽減や睡眠不足の解消にもつな
がります。忙しい場合は、短時間の細切れ運動でも効果
的です。今より5分～10分多めに歩いてみませんか？

【おすすめの健康教室】
ノルディックウォーキング教室
インターバル速歩教室

□ 禁煙、適量の飲酒を
たばことアルコールは、様々な生活習慣病の原因になり
ます。禁煙を心がけ、飲酒は適量を意識しましょう。週
に2日休肝日を設けると効果的です。

【適量の目安】
ビール500mL、焼酎1/2合、日本酒1合

木祖村役場 住民福祉課 保健係
☎ 36-2001　FAX：36-3344　Email：hoken@kisomura.com
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　昨年度まで子育て支援センターみやのもりをご利用いただけるのは、村内在住又は村内にご実家の
ある方のみに限定され、利用料 1,000 円が発生していましたが、今年度からどちらにお住まいの方
でも無料でご利用いただけるようになりました。
　お孫さん・おともだちのお子さんが遊びに来られた際の遊びの場、里帰り出産や用事等でお子さん
を見ることができない場合の一時保育、興味のある行事への参加など、様々な場面でお気軽にご利用
ください。

利用対象者：妊婦さん及び０～２歳児のお子さんとその
　　　　　　保護者
　　　　　　＊一時保育は未就学児まで可
利用時間：平　日　9：00～ 16：00
　　　　　土曜日　9：00～ 12：00（土曜日は要予約）
　　　　　＊事業内容によって時間が違います
休  館  日：日曜・祝日・年末年始

なかよし広場（センター開放）

　行事がない日は自由に遊べます。
　支援センターのおもちゃでたくさん遊んだ
り、お庭での遊具や砂場で遊んだり、夏は
プール・冬はそりもできますよ。
時間：平　日　9：00～12：00
　　　　　　 13：00～16：00
　　　土曜日　9：00～12：00
　　　＊土曜日の利用には予約が必要です。
　　　　前日17：00までにお電話ください。

一時保育

　家庭で一時的にお子さんを見る方がいない場
合に、保護者に代わり保育をします。
時　間：平　日8：30～ 17：00
　　　　土曜日8：30～ 13：30
　　　　＊それ以外の時間帯は要相談
対象者：0歳～未就学のお子さん
登録料：村内に住所のある方　無料
　　　　それ以外の方　2,000円（一家庭）
利用料：30分　200円
　　　　＊兄弟同時に預ける場合２人目は半額
　　　　　 村内に住所のある方は５時間無料券

があります
申し込み方法： 平日利用は３日前まで、土曜日

利用は１か月前までにお電話ま
たは、直接子育て支援センター
へお申し込みください。

子育て支援センターに遊びに来ませんか？

子育て支援センターではこんなことをしています
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　その他子育て支援センターみやのもりでは、育児相
談・絵本の貸出・サークル支援等を行っています。まず
は、お気軽にお問い合わせください。
＊  HugHug ホームページでも月の行事予定や子育て支
援センターの事業内容などを詳しく掲載しています。

子育て支援センター　みやのもり

木曽郡木祖村小木曽５２３　　☎　 ０２６４- ３６- １１５１
　　　　　　　　　　　　　　Fax   ０２６４- ３６- １１５２

木祖村　子育て応援サイト
「Hug Hug」ホームページ

各種行事

　親子で触れ合いながら楽しむ講座から、子育て中
の皆さんが一緒に学んだり、子育てから少し離れて
リフレッシュするための講座があります。（ベビー
マッサージ・親子運動教室・ドライフラワー講座・
ヘアカット講座など）
　参加には申し込みが必要です。
＊ 行事の日時についてはHugHug ホームページで
も確認できます。 ベビーバス貸出事業

　今年度から、子育て支援センターでベビーバス
の無料貸し出しをすることになりました。
　短期間しか使わず、場所をとってしまうベビー
バスは、購入するのももったいないものです。
　支援センターで借りて有効活用しましょう。
対  象  者：村内に住所を有する者
　　　　　 里帰り出産で木祖村に滞在する者（滞

在期間に限る）
貸出期間：出生～生後６か月
貸出場所：子育て支援センター　みやのもり
　まずは、お電話にてお問い合わせください。
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　子育て支援センターでは６月１日㈪に「親子リトミック教室」を開催しました。
　講師に塩尻市在住の瀧沢美和先生をお招きして、子ども達が好きな曲や先生の弾くピアノに
合わせて指先や身体を動かして遊んだり、鈴やタンバリンなどの楽器にも触れました。
　広い室内を思い切り走ったり、ボールを投げたり転がしたり。
　日々忙しいお母さん達も、お子さんと触れ合える楽しい時間になりました。
　次回は10月29日㈭に開催予定です。興味のある方はぜひご参加ください。

　とちのみ保育園では、６月10日㈬に今年度から在住の十住駐在さんをお迎えして、防犯訓
練を行いました。来園されると未満の園児が駐在さんに会いたくて職員室に入室し、敬礼をし
て満足そうにしている姿も見られました。
　「知らない人にはついて行かない・知らない人の車に乗らない・大声でさけぶ・すぐ逃げ
る・知らせる」という『いかのおすし』のお話をお聞きし、園児全員で再確認することができ
ました。
　園でも常に玄関に鍵をかけるなど不審者対応に気をつけながら、安心して遊べるよう心がけ
ています。

防犯訓練

保 育 園 ＆ 子 育 て セ ン タ ー だ よ り保 育 園 ＆ 子 育 て セ ン タ ー だ よ り

親子リトミック教室

十住駐在さんのお話を十住駐在さんのお話を
しっかり聞いています。しっかり聞いています。

大型絵本を見ながら大型絵本を見ながら
「たすけてー」の練習中。「たすけてー」の練習中。

「いかのおすし」を「いかのおすし」を
忘れないように…。忘れないように…。

走れ～!!走れ～!! お片づけも上手にできたねお片づけも上手にできたね
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放課後児童クラブ日記

　放課後児童クラブは、コロナ感染症の影響で５月１
日㈮～15日㈮まで学校が臨時休校のため一日開所。18
日㈪～29日㈮までは分散登校で朝からの利用、下校後
利用と５月いっぱいは一日開所しました。何かと規制
される中で、子ども達がどのように楽しく過ごせるの
か、支援員みんなで模索しながら過ごした毎日でし
た。その中で５月20日㈬は薮原散策と題し、ミニ遠
足を行いました。
　普段歩いていない場所や行った事のない場所を巡り、大きな発見もしました。
　６月１日㈪から平常の登校となり、児童クラブもようやく放課後の利用に戻りました。これ
からも帰って来てからの手洗い、うがいを徹底して行い、雨降りの日以外は校庭で遊び、密に
ならないように気をつけまた熱中症にも配慮しながら、子ども達を支援していこうと思います。

大きな発見もしました

久しぶりの遠足だよ！久しぶりの遠足だよ！
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P h o t o
N ew s

あやめ公園池保全管理組合発足
　『農業用ため池の管理及び保全に関する法律』が昨
年の７月１日㈬に施行され、決壊した場合周辺地域に
被害を及ぼす恐れのある農業用ため池については届け
出が義務付けられました。今後必要な管理等の対応を
行う必要があるため、このたび多面的機能を有するた

め池として、関係する団体
等を構成員として管理組合
を設立しました。
　今後は、ため池の管理と
活用方法について検討して
いく予定です。

元木祖村消防団長  篠原安磨氏　春の叙勲で瑞宝単光章を受章
　元木祖村消防団長 篠原安磨氏が、令和２年春の叙勲で、消防功労により瑞宝単光章を受章さ
れました。
　昭和59年４月より消防
団員として29年余に亘り、
消防業務に精励されまし
た。平成18年４月に消防
団長に任命されてからは、
よく団員を統率し、火災予
防及び防犯・防災事業に尽
くし、消防団員、住民問わ
ず広く信頼を集めたことが
評価されたものです。心よ
りお慶び申し上げます。



　令和２年度がスタートしてから３ヵ月が過ぎようとしています。木祖村公民館としての事業計
画や各分館の事業計画が、新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止又は延期を余儀なくさ
れてきました。収束の見通しが立たない中ですが、今後の感染状況をみながら対応をして参りま
す。新しい生活様式を遵守しながら希望を持って前向きに取り組んで参りますので村民の皆さん
のご理解・ご支援をお願いいたします。

公民館だより公民館だより

名称 活動日・場所 活動内容・PR 年会費 代表者

薮原
カメラクラブ

奇数月の
第３木曜日  夜
転作センター

長野県写真連盟に加入。撮った写真は
薮原ギャラリーへ展示しています。自
分で撮った写真を大きく引き伸ばして
飾ってみませんか。

7,000円 湯川  喜義

吉田分館
■環境整備事業　６月21日㈰■環境整備事業　６月21日㈰
久しぶりに区民の皆さんが顔を合わせ環境整備を行いました。
１歳から80歳まで50名を超える方が花壇の植え付けや草刈に汗を流しました。

皆さんご苦労様です皆さんご苦労様です 綺麗な花が咲きますよ
うに

綺麗な花が咲きますよ
うに

■「広報きそ５月号」で紹介できなかった公民館サークル活動の紹介■「広報きそ５月号」で紹介できなかった公民館サークル活動の紹介

本　館
■ユリ栽培活動　７月７日㈫■ユリ栽培活動　７月７日㈫
13名の参加者で今年度の活動を開始しました。７月７日㈫大雨の中、２種類の球根300球を
植え付けしました。９月中旬の収穫を目標に栽培活動に取り組んでいきます。

大雨の中カッパ着て作
業

大雨の中カッパ着て作
業 畝の中に植えるのが大

変
畝の中に植えるのが大

変
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お知らせ

　木祖村では下記のとおり令和３年４月１日採用の職員を募集します。
　受験を希望される場合は、指定の書類を役場総務課までご提出ください。
１ 採用予定人員  （令和３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 36年４月２日から平成 15年４月１日の間に生まれた者
４ その他条件等　 ⑴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）
　　　　　　    　⑵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。
５ 欠 格 事 項　⑴日本国籍を有しない者
　　　　　　    　⑵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

６ 受験の申し込み　⑴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願います。
　　　　　    　　　　　　　（事前に提出日時を担当までご連絡ください）
　　　　　    　　　　　　　　※ 遠方に在住しており持参が難しい等の場合は郵送による提

出も受け付けますのでご相談ください。
　　　　　　    　⑵受付期間　令和２年８月19日㈬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）
　　　　　　    　⑶ 提出書類　□ 受験申込書　 村ホームページ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　※提出いただいた書類は返却いたしません。
７ 試　　　　験　⑴期 日　１次試験　令和２年９月20日㈰　受付　午前９時40分から９時50分
　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験開始10時（予定）
　　　　　　    　　　　　　　２次試験　令和２年10月４日㈰　午後１時から（予定）
　　　　　　　　　　　　　 　　※変更の場合は申込者に直接お知らせします。
　　　　　　    　⑵試験会場　木祖村役場２階 大会議室
　　　　　　    　⑶試験内容　１次試験 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。
　　　　　　    　　　　　　　２次試験　面接試験　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。
職務基礎力試験について 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。（75題90分）

職務適応性検査について　職務・職場への適応性を検証します。（150題20分）

令和３年度採用 木祖村職員（一般行政職）募集要項

【お問い合わせ】〒399-6201　長野県木曽郡木祖村大字薮原1191-1　木祖村役場総務課
　　　　　　　 課長 渡辺　担当 岩原　☎0264-36-2001　HP http://www.vill.kiso.nagano.jp

不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください
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　先の大戦の戦没者等の遺族に対して弔慰の気持ちを示すため、第11回の特別弔慰金として、
額面25万円（５年償還の記名国債）を支給します。

〇対象者
　１、 令和２年４月１日時点において、当該戦没者等の死亡に関する恩給法による公務扶助料

や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金給付等の受給権者がいない者のご遺族
　２、 １の条件を満たす者のうち、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族の中で、次の順

位が最も先である者のうち1人。
　　　⑴ 令和２年４月１日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
　　　⑵ 戦没者等の子
　　　⑶  戦没者等と生計関係を有していた父母→孫→祖父母→兄弟姉妹
　　　　（戦没者等と生計関係を有していなかった人、当該遺族以外の者の養子となっている
　　　　　者、令和２年４月１日時点で婚姻により姓が変わっている人等を除く）
　　　⑷  ⑶ の条件を満たさない父母→孫→祖父母→兄弟姉妹
　　　　 戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた者

〇必要書類
　　⑴ 請求書
　　⑵ 現況申立書
　　⑶  印鑑等届出書
　　⑷  請求者の戸籍抄本
　　⑸ その他の必要書類
　※ ⑴～⑶は福祉課生活福祉係窓口で配布いたします。運転免許証、健康保険証等の本人確認
書類をお持ちください。

　※⑸その他の必要書類は窓口でご案内いたします。

【請求期間】令和２年４月１日から令和５年３月31日まで（３年間）

第11回特別弔慰金の支給のおしらせ

【お問い合わせ】木祖村役場　住民福祉課 ☎ 36‒2001
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お知らせ

　令和元年東日本台風災害（台風19号災害）の被災地・被災者への支援活動を行う団体の活
動を支えるための基金設立を準備してまいりました。
　そしてこの度、長野県NPOセンターは、長野県と長野県災害時支援ネットワークが協働で
信州災害支援寄付基金（ONE　NAGANO基金）を立ち上げました。
　寄付募集期間は2020年３月２日㈪から８月31日㈪で目標総額は5000万円としています。
　詳細はURL  http://onenagano.net/news/news-514/  で確認してください。

入学生募集のお知らせ
〇放送大学は、2020年10月入学生を募集しています。
〇 10代から90代の幅広い世代、約９万人の学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいな
ど、様々な目的で学んでいます。
〇 テレビによる授業だけでなく、学生は授業をインターネットで好きなときに受講することも
できます。
〇 心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約300の幅広い授業科目があり、
１科目から学ぶことができます。
〇卒業すれば学士を取得できます。
〇放送授業１科目の授業料は11,000円（入学金は別）。
　半年ごとに学ぶ科目分だけの授業料を払うシステムです。
〇半年だけ在学することも可能です。
〇 全国にミニキャンパスといえる学習センターやサテライトスペースが設置されており、サー
クル活動などの学生の交流も行われています。

〇資料を無料で差し上げています。
　お気軽に放送大学長野学習センター（TEL 0266-58-2332）までご請求下さい。
〇出願期間は、第１回が８月31日㈪まで、第２回が９月15日㈫まで。

信州災害支援寄付基金へのご協力のお願い

放送大学　入学生募集のお知らせ

【お問い合わせ】長野県NPOセンター TEL 080‒5070-9917
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　自分が死亡した後、相続人等に対し、財産をどのように分配するか等について自分の最終意
思を明らかにする「遺言」には、公証役場で作成する「公正証書遺言」と遺言する人が自筆で
作成し、自分でその原本を管理する「自筆証書遺言」の２つの方式があります。
　本年７月10日㈮から、全国の遺言書保管所（法務局の本局及び支局）で始まる『自筆証書
遺言書保管制度』は、この２つの方式のうち「自筆証書遺言」について、その保管を法務局又
は支局に申請することで、「自筆証書遺言」の紛失を防いだり、家庭裁判所での検認手続が不
要になるという制度です。
　この遺言書保管の申請には管轄があり、遺言する人の①住所か②本籍、又は③所有する不動
産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に申請することになります。
　遺言書保管申請等の手続には予約が必要となりますので、ご注意ください。
　詳しくは、長野地方法務局や法務省のホームページをご覧いただくか、直接、上記①から③
のいずれかを管轄する遺言書保管所へお問い合わせください。

戦没者遺児による慰霊友好親善事業の実施について

７月10日㈮から『自筆証書遺言書保管制度』が始まります

【お問い合わせ】長野地方法務局 木曽支局　TEL 0264‒22‒2186

【お問い合わせ】木祖村役場　住民福祉課 TEL 36-2001

　日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。
　この事業は、厚生労働省から補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の
遺児を対象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を実施するとともに、同地域の住
民と友好親善をはかることを目的としています。
　費用は、参加費として10万円。
　令和元年度参加者以外は、複数回の応募ができます。
　付き添い希望者は相談してください。
　なお、参加者の高齢化を考慮して看護師が同行します。
　日程等の詳細は、日本遺族会事務局03-3261-5521まで
≪実施地域≫
　（広域地域） ①旧ソ連　②旧満州　③西部ニューギニア　④ボルネオ・マレー島　
　　　　　　　⑤トラック島　⑥パラオ島　⑦ソロモン島　⑧フィリピン（１次）
　　　　　　　⑨マリアナ諸島　⑩ミャンマー・タイ　⑪東部ニューギニア　
　　　　　　　⑫ビスマーク諸島　⑬台湾・バシー海峡　⑭マーシャル諸島　
　　　　　　　⑮フィリピン（２次）　⑯中国
　（特定地域）①西部ニューギニア　②東部ニューギニア　③ミャンマー
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お知らせ

　長野県青年司法書士協議会は、令和２年８月10日㈪、以下の通り司法書士による空き家問
題の無料電話相談会を実施します。

日　　時：令和２年８月10日㈪　午前10時から午後４時まで
電話番号：0120-448-788（フリーダイヤル）
相 談 料：無料
相 談 例：実家が空き家になって困っている。売る・貸す等は可能か。
　　　　　まだ空き家ではないが、家を継ぐ者がいない。どうなるのか。
　　　　　空き家を放置しておくと、固定資産税が上がるのか？
　　　　　空き家を相続したが、利活用の方法はあるか。
　　　　　空き家を処分したいが、いくらで売れるのか知りたい。

　「サマージャンボ宝くじ」と「サマージャンボミニ」が７月14日㈫から８月14日㈮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×21本
前後賞各　　１億円×42本
※当せん本数は、販売総額が630億円・21ユニットの場合

サマージャンボミニ
１等　　　　1,000万円×80本
※当せん本数は販売総額240億円・８ユニットの場合

この宝くじの収益金は、市町村の明るいまちづくりや環境対策、
高齢者対策など地域住民の福祉向上のために使われます。

　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、長野県内の宝くじ売り場で
お買い求めください。

司法書士による「空き家問題110番」～どうする？この空き家～

サマージャンボ宝くじ　発売中です！
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１．相談日時　 平日 ８時30分～17時15分
２．検査項目　 HIV、梅毒、性器クラミジ

ア感染症
３．予約方法　専用予約電話　
　　　　　　　0264-24-2220
４．場　　所　木曽保健福祉事務所
５．費　　用　無料

１．相談日時 平日 ８時30分～17時15分
２．検査項目　肝炎ウイルス（B型、C型）
３．予約方法　電話　0264-25-2233
４．場　　所 木曽保健福祉事務所
５．対 象 者　 肝炎ウイルス感染について

不安をお持ちの方
６．費　　用 無料

【新築タイプ】
　地域の工務店で建てるあたたかな住まいで、快適・健康に暮らしませんか？
　県では最新の住宅省エネ基準に適合し、県産木材を活用した住宅を県内に新築する場合に、
30万円から80万円を助成します。
【リフォームタイプ】
　住宅のリフォームにかかる工事費の20％まで、最大50万円を助成します。
　対象となるのは省エネルギー化工事で、あわせてバリアフリー化、県産木材を使用、自然エ
ネルギー設備を導入したリフォーム工事をする場合や子育て世帯及び移住世帯は助成額が増額
されます。
※助成を受けるには、工事の契約をする前に県への申請が必要です。
　詳しくは、http://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/kankyohairyo.html

　今年度のHIV・性感染症相談・検査を下
記の通り実施します。ご自身やパートナー
の健康管理のためにご活用ください。

　今年度の肝炎ウイルス相談・検査を下記
の通り実施します。肝炎ウイルスの感染に
不安をお持ちの方はご利用ください。

　「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/

令和２年度 エイズ・性感染症相
談・検査事業の実施について

令和２年度 肝炎ウイルス相談・検
査事業の実施について

ご存知ですか？中退共の退職金制度

長野県による環境配慮型住宅助成金について

【お問い合わせ】長野県建築住宅課　TEL 026-235-7339

【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　TEL 03-6907-1234
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お知らせ

■現在募集中の職員
○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３年度に採用する正規職員
○看護職員
○介護職員
　（昭和 50年４月２日以降に生まれた人）
○管理栄養士
　※採用人数　いずれも若干名
　※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３年３月末までに取得見込
みのものを含みます。

■通所介護施設５施設
　次の一施設または複数施設を貸与します。
　「聖」麻績村
　「やまびこ」松本市
　「やまがた」山形村
　「そほく」木祖村
〇貸与先募集期間
令和２年８月３日㈪から令和２年８月21

日㈮まで
〇貸与する期間
　令和３年４月１日㈭から３年間（更新有り）
〇選考方法
　令和２年９月３日㈭にプロポーザルによる
選考を行います。

特別養護老人ホームの職員を募集

通所介護施設の貸与先を再募集

【お問い合わせ】松塩筑木曽老人福祉施設組合事務局　TEL 0263-53-5000

【お問い合わせ】松塩筑木曽老人福祉施設組合事務局　TEL 0263-53-5000

・ 学生は、令和３年３月末までに卒業見込み
の人に限ります。
※第１次試験　９月24日㈭　
※ 申 込 期 間　８月５日㈬～９月14日㈪
　　　　　　（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 
https://aoihato.com/）で確認してくだ
さい。

〇応募要件等
　通所介護サービスを行うことができる社会
福祉法人・民間法人等
〇貸与に係る費用
　建物は無償貸与ですが、事業に係る光熱水
費等について負担いただきます。
〇申し込み方法ほか詳細情報
　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（URL　https://
aoihato.com）にある公募要項をご覧くだ
さい。
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司法書士による無料電話相談

日　　時　令和２年９月12日㈯　午前10時～午後４時
電話番号　0120-567-301（当日のみの専用番号です）
　　　　　※相談は無料、秘密は厳守します
相 談 例　・養育費の話合いをしないまま離婚したけど、今から払ってもらえますか？
　　　　　・今までは養育費を支払ってくれていたのに、急に支払われなくなってしまった！
　　　　　・養育費を減額／増額してほしい　　　etc.

日　　時　令和２年８月３日㈪～８月７日㈮　午前９時から午後４時まで
場　　所　 県内各司法書士事務所
　　　　　（事務所によっては電話等により相談をお受けします）
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　土地の登記名簿が先々代のままとなっている
　　　　　実家が相続登記をせずに空き家となっている
　　　　　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の人がいて、遺産分割協議ができない
　　　　　遺言について教えて欲しい
☆お近くの司法書士事務所へお問い合わせのうえご相談ください。
　県内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、当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。

全国一斉  司法書士による手続支援のための  養育費相談会

「相続登記特別無料相談」を実施します

【お問い合わせ】長野県司法書士会　TEL 026-232-7492

【お問い合わせ】長野県司法書士会　TEL 026-232-7492
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村民のうごき　　（ ）内は対前月比
人　口 男 女 世帯数

６月 2,809（－4） 1,309（－1） 1,500（－3） 1,116（－1）

７月 2,804(－5) 1,306(－3) 1,498(－2) 1,114(－2)

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

2 古 根 医 院 大桑村 5 5 - 1 1 8 8

９

6 原 内 科 医 院 木曽町 2 2 - 2 6 7 8
9 田 沢 医 院 木曽町 4 4 - 2 0 0 8 13 芦 沢 医 院 上松町 5 2 - 2 0 1 8
10 大 脇 医 院 上松町 5 2 - 2 0 2 3 20 古 根 医 院 大桑村 5 5 - 1 1 8 8
16 木曽ひよし診療所 木曽町 2 6 - 2 0 0 1 21 田 沢 医 院 木曽町 4 4 - 2 0 0 8
23 奥 原 医 院 木祖村 3 6 - 2 2 6 4 22 大 脇 医 院 上松町 5 2 - 2 0 2 3
30 王滝村診療所 王滝村 4 8 - 2 7 3 1 27 木曽ひよし診療所 木曽町 2 6 - 2 0 0 1

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。
※広報きそ等で村民の方が写っている写真を使用させていただく場合がございます。ご協力の程お願いいたします。

「おやすみ処ときわ会」が顕彰されました！

　おやすみ処ときわ会が、４月15日㈬にニッセイ財団“生き生きシニア活動顕彰”に顕彰さ
れました。
　おやすみ処ときわ会は平成22年、町中にトイレが欲しい、腰を下ろす場所が欲しいなどの
住民の声をうけ、当時の薮原にぎわい研究会のメンバーの中でなにか出来ることからやってみ
ようと動き始めたことがきっかけで平成22年４月21日よりオープン・活動を開始し、今年で
11年目を迎え、総参加者数は11,000人を超えました。
　今回の顕彰は元気で活力に満ちた高齢者の地域貢献活動が対象となっており、おやすみ処と
きわ会が11年の中で毎年50回近い活動を行ってきたことへの顕彰となっています。

おやすみ処ときわ会の皆さんおめでとうございます！


