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【 主な記事】
特集 第６波対応事業者支援給付金
健診を受けましょう
村からのお知らせ
フォトdeあおき ほか

─ 保育園の豆まき ─

園児たちの活躍により、
青木村から鬼を追い払いました。

青木村第6波対応事業者支援
給付金について
第6波の到来により経済活動に大きな影響が出ていることを踏まえ飲食業関連事業者・宿泊業・道路旅客運送業・
公衆浴場業・スポーツ施設提供業・理美容業・療術業に対して経済活動支援のため、一定額の給付金の支援するこ
とを目的とする。
申 請 期 間 令和4年2月9日㈬ から令和4年3月9日㈬ まで
支給対象者 飲食店・食料品製造業
（許可のある事業所のみ）
・酒類卸売業・宿泊業・道路旅客運送業・公衆浴場業・スポー
ツ施設提供業・理美容業・療術業で令和4年1月27日時点において申請者が青木村に住所があり青木村
内に事業者がある方、また営業時間短縮・休業による新型コロナウイルス拡大防止協力金を支給されて
いない事業者
給 付 額 「信州の安心なお店」 一律150,000円 それ以外の支給対象者 一律50,000円
添付書類
（1）前回の青木村特別警報Ⅱ事業者・地方創生臨時交付金特別警報Ⅱ事業者支援給付金対象者
・様式第１号青木村第6波対応事業者支援給付金申請書
・口座通帳（写し）
（2）前回の青木村特別警報Ⅱ事業者・地方創生臨時交付金特別警報Ⅱ事業者支援給付金が支給されていない事業者
①「信州安心なお店加入の場合」
・様式第１号青木村第6波対応事業者支援給付金申請書
・「信州の安心なお店」の登録書（写し）
・所得税の確定申告書第１表の控え（写し）又は住民税申告書（写し）新規開業の場合は開業届（写し）
・口座通帳（写し）
②「信州安心なお店加入でない場合」
・様式第１号青木村第6波対応事業者支援給付金申請書
・所得税の確定申告書第１表の控え（写し）又は住民税申告書（写し）新規開業の場合は開業届（写し）
・口座通帳（写し）
※（1）および（2）のうち、食品製造業にあたっては許可書の写しを添付
※まん延防止期間延長の際には、追加で給付金を行う場合があります。
詳しくは村のホームページをご覧ください。
【申請書提出先】 青木村商工会
【お問い合わせ先】 商工観光移住係

情

49-3131・青木村商工会

☎ 49-2146

中小法人・個人事業者のための事業復活支援金のお知らせ
申請期間 令和4年1月31日㈪～ 5月31日㈫
給付対象 ①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
② 令和3年11月～令和4年3月のいずれかの月（対象月）の売上高が、平成30年11月～令和3年3月の間の任意の
同じ月（基準月）の売上高と比較して50％以上又は30％以上50％未満減少した事業者
給付額
中小法人等
上限最大250万円
個人事業者等 上限最大50万円
を支給します。
給付額 基準期間の売上高 ― 対象月の売上高×５ヶ月分
【お問い合わせ先】
経済産業省ホームページ（https://jigyou-fukkatsu.go.jp/）
相談窓口 TEL 0120-789-140（受付時間8：30 ～ 19：00）
青木村商工会

☎49-2146

※青木村商工会にご相談をされる場合には、確定申告相談期間と重なっており混み合うことが予想されますので、
お手数でも事前連絡をいただきますようお願いします。
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健診を受けましょう
健康診断の申し込みはお済みですか？
各種健（検）診の申し込みはお済みでしょうか？生活習慣病は自覚症状がないまま進行していきます。
年に一度健診を受けて身体の状態をチェックしましょう。
【各種健（検）診お申し込み先】役場 保健衛生係 ☎ 49-0111・ 情 49-3132

通院されている方も健診の対象
病院に行っているから安心ではなく、気づいていない病気が潜んでいるかもしれません。
青木村で行う集団健診では、血液検査だけで25項目以上の検査をしています。国民健康保険加入者、
後期高齢者医療保険加入者は、病院で受ければ約1万円以上の検査が1,500円で受診できます。

いま健診に行っても大丈夫なの？？
会場では、換気や手指消毒、受付時間の分散等でしっかりと感染対策をしているので、安心しておでかけいただけます。
集団健診では、肺がん・結核検診も同日時に受診することができるようになりました。この機会をお見逃しなく！！

国民健康保険加入者で、職場等で既に健診を受けた方は健診結果の提供にご協力をお願いします。
ご提供いただいた健診結果は、地域の健康課題の把握や保健事業の案内に活用させていただきます。また、特定健診の受
診率が向上すると国からの交付金が増額され、皆様に納付いただいている国保料の減額にもつながります。ご自身の健康
維持のため、そして保険料の増額を抑止するためにも、ぜひご協力をお願い致します。

後期高齢者医療の窓口負担が見直されます
令和４年10月1日から、後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得がある方は、現役並み所得者
（窓口負担割合３
割）を除き、医療費の窓口負担割合が２割になります
（対象者は後期高齢者の約20％）
。被保険者の令和３年中の課税所
得や収入額をもとに、世帯単位で判定され、該当する方には
「２割」
と記載された被保険者証が施行日前に送付されます。

■２割負担の基準
「課税所得28万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額が200万円以上」
※課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額
※年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
※被保険者が２人以上の場合は、「年金収入＋その他合計所得金額の合計が320万円以上」

■見直しの背景
2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費とともに、現役世代に負担いただく後期高齢者支援金も
増大することが見込まれます。今回の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を維持していくためのものです。

【お問い合わせ先】
●窓口負担割合の見直しに関すること
長野県後期高齢者医療広域連合（☎ 026-229-5320）
住民福祉課・保健衛生係（ 情 49-3132）
●今回の見直しの背景等に関すること
後期高齢者窓口負担コールセンター（☎ 0120-002-719）
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青木村役場

情

… 情報電話 ☎ 0268-49-0111（代表） ※開庁時間外は代表番号におかけください。

令和4年1月分

令和3年1月分

前年対比

40,860 Kg

38,040 Kg

107.41%

心の健康相談を開催します
日
場
内

時 3月15日㈫ 13時30分～16時30分
所 保健センター
容 心の悩みに保健師が応じる「 心の健康
相談」を開催します。
予約制（ 各回１人～３人）です。
申込締切 3月14日㈪

1月分の燃やせるごみ排出量です。昨年の同じ月の排出量を約
7%上回ってしまいました…。生ごみは、充分乾燥させてから
出すと重さを大幅に減らすことができます。村では、生ごみ処
理機等購入の際の補助制度もありますので、ご活用ください。
燃やせるごみの増加は焼却に掛かる費用や今後予定されている
クリーンセンター建設費用の青木村分の増額に直結します。皆さ
んでごみの減量をすすめましょう！

【 お問い合わせ先】保健衛生係

情

住 民 福 祉 課

青木村燃やせるごみ排出量

49-3132

【筋力アップほきぼき教室】

【脳と体のストレッチ教室】

椅子に座ってできる運動を中心に、転びにくい体づくり
を目指します。

認知症の予防につながる楽脳フィットネス（ 脳と体の
機能を高める脳トレ）と、転倒予防のための筋トレ、スト
レッチ等を実施します。

❖日

時

❖場 所
❖対 象
❖持ち物

3月2日㈬、9日㈬ ※どちらか１日
13時30分～15時（ 受付：13時～）
文化会館 講堂
65歳以上の方
問診票、水分補給用の飲み物

❖日

❖場 所
❖対 象
❖持ち物

＊感染症対策のため、初めて参加される方は事前にご連絡
をお願いします。
＊新型コロナウイルス感染症の状況により、教室が中止に
なる可能性がありますので、ご了承ください。

3月15日㈫
14時～15時15分（ 受付：13時30分～）
文化会館 講堂
60歳以上の方
問診票、水分補給用の飲み物

＊感染症対策のため、初めて参加される方は事前にご連絡
をお願いします。
＊新型コロナウイルス感染症の状況により、教室が中止に
なる可能性がありますので、ご了承ください。

【お問い合わせ先】 地域包括支援センター 情 49-1110

令和４年度

時

【お問い合わせ先】 地域包括支援センター 情 49-1110

犬のしつけ方教室開催について

目的

※犬を同伴して参加してください。
参加資格
（以下の条件を満たしていること）
⑴ 参加犬は、
生後4か月以上概ね1年以内であること。
⑵ 参加犬は、狂犬病予防法による登録及び狂犬病予防注
射済であること。
⑶ 参加犬は、ジステンパー、伝染性肝炎及びパルボウィ
ルス感染症等のワクチン接種済みであること。
参加費 5,000円
(内1,000円は長野県動物愛護会上小支部年会費)
申込方法
前期は4月8日㈮・後期は9月9日㈮までに長野県動物愛
護会上小支部
（長野県上田保健福祉事務所内）に申込みを
してください。
初回開催日に参加費、登録及びワクチン接種等の証明
書を持参してください。証明が無い場合には受講できな
いことがあります。
持ち物
リード、水飲用器、糞処理用ビニール袋、必要に応じ犬
のご褒美
（フード、おもちゃ等）
（受講カード・ストレッチ
、
カラーを受付後お渡しします。
）
※動きやすい服装でおいでください。
注意事項
受講中における全ての事故について、主催者は一切責
任を負いません。
当事者間で解決してください。

飼育者が犬の正しい飼い方としつけ方を身につける
ことにより、
飼犬管理の向上を目的とします。
主催 長野県動物愛護会上小支部
長野県上田保健福祉事務所
開催日程
前期 学科1回：4/16
（土曜日）
実技5回：4/23、
5/7、
5/14、
5/21、
5/28、
予備 6/4
（各土曜日）全6回
後期 学科1回：9/17
（土曜日）
実技5回：9/24、
10/1、
10/8、
10/15、
10/22、
予備 10/29
（各土曜日）全6回
雨天で中止の場合は予備日に開催します。
開催場所、
時間
⑴ 学科講習
会場：長野県上田合同庁舎南棟 2階会議室
時間：受付 13時〜13時30分
講義 13時30分〜15時30分
⑵ 実技講習
会場：長野県上田合同庁舎駐車場
時間：受付 13時〜13時30分
実技 13時30分〜15時
受講内容（学科1回、
実技5回）
⑴ 学科講習
動物に関する法律、犬の本能・習性・生理、正しい飼養
管理、
病気の知識と予防、
犬のしつけ方
⑵ 実技講習
犬のしつけ方
（あるく、
おすわり、
ふせ、
まて等）

【お問い合わせ先】
事務局：長野県動物愛護会上小支部
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☎ 25-7153

♪

村からのお知らせです

〜各課からの連絡をお知らせいたします〜

♪
♪

,
岡田先生 と Let s ! トレーニング！ vol.3
今回は首のストレッチと肩の運動を紹介します。携帯電話の操作やパソコンワーク等で凝り固まりやす
い首と肩をほぐしていきましょう。

首の運動は、ゆっくり慎重に無理をせず行っていきましょう。

肩の上げ下げ運動
姿勢を良くして両肩を耳に近づけるように引き
上げて下ろします。
★回数：上げ下げを10回行ってみましょう。

首の前後のストレッチ
姿勢を良くして天井を見るように首の前を10秒伸
ばします。次に、足元を見るように首を前に倒し首
の後ろを10秒伸ばします。
★回数：首の前後を伸ばすのを１セットとし、
３セット行いましょう。

首の横のストレッチ
左手を後ろに回した状態で、首を右側に倒して10秒伸ばします。右手で伸びている首の部分を10回ほど
軽くもみほぐします。終わったら、反対側もやってみましょう。
★回数：左右１セットとし、２セット行いましょう。

ストレッチの間は息を止めず、ゆっくり長く息を吐きましょう。ご自身の体調・体力に
合わせて回数などを決めて行ってください。無理をしないで行うことが大切です！
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青木村役場

情

… 情報電話 ☎ 0268-49-0111（代表） ※開庁時間外は代表番号におかけください。

マイナンバーカードの交付等に係る
休日交付日及び役場開庁時間延長について
平日の日中に役場へお越しいただくことが難しい方のために毎週水曜日に役場開庁時間の延長と
休日交付（月1日）を行います。なお、必ず事前に予約電話をしたうえでお越しください。
※完全予約制

※予約電話受付日時

平日 8時30分〜17時15分

マイナンバーカードの交付や申請・カードをお持ちの方は電子証明書の更新なども承ります。
窓

口

住民係（受付）

日

時

毎週水曜日

17時15分から19時30分まで開庁時間延長

休日交付 （3月実施日）3月12日㈯ 9時から12時
受取方法

マイナンバーカードを申請した方には、1ヶ月程度で交付通知書ハガキを郵送します。
必要書類をお持ちのうえ、ご本人が住民係へお越しください。
【お問い合わせ先】 住民係

結婚相談

3月20日㈰

情

49-3132

青木村社会福祉協議会

13時〜16時

場所は老人福祉センター

「ゆうちゃんを救う会」
募金ご協力のお礼について
青木村社会福祉協議会では、佐久市在住の小学生 中澤
維斗（なかざわゆうと）さんの心臓移植費用に対する募金
をお願いし、この度１月12日をもって締め切らせていた
だきました。総額23,841円の募金をお寄せいただきまし
た。皆様方の温かい御支援に厚くお礼申し上げます。
お預かりしました募金は、
「ゆうちゃんを救う会」を通じ
てお贈りさせていただきました。

小中学生対象のスポーツ少年団の団員を募集いたします。種目については次の７種目です。スポーツが好き、
スポーツをやってみたいと思っている児童・生徒なら誰でも入団できますので、初心者の方も気軽にお申し込
みください。
◆種 目
① 軟式野球
⑤ サッカー
◆ 募集対象者

② 剣道
⑥ バレーボール

③ ソフトテニス
⑦ 太鼓

小学新１年生以上～中学新３年生

④ バスケットボール

＊種目によって対象年齢が異なります。

◆ 練習日

原則日曜日

◆ 参加費

1,200円（スポーツ保険料を含む）
教室によっては別途年会費等が発生しますのでご承知ください。

◆ 申込み方法
後日、新小中学生に詳細な概要と申込用紙を配布しますので、参加費を添えて教育委員会（文化会館）までお
申込みください。
【お問い合わせ先】 教育委員会

情 ・☎

49-2224

6

教 育 委 員 会

令和４年度 スポーツ少年団団員募集

♪

村からのお知らせです

♪
♪

〜各課からの連絡をお知らせいたします〜

入居を希望される方は、村所定の様式により、３月18日㈮ 15時までにお申し込み下さい。
なお、希望者多数の場合は抽選となるほか、年齢･所得・納税の状況等の各種条件により、お申し込みを受け付けること
が出来ない場合がありますので、予めご了承ください。
入居要件の詳細、必要書類等につきましては下記までお問い合わせ下さい。

住宅種類

団地名

若者定住
促進住宅

サンライズ
きだち

区

名

入田沢

募集戸数
１戸

構

造

家賃 (1か月)

木造2階建

40,000円

【お問い合わせ先】
商工観光移住係 情 49-3131

商工観光移住課

若者定住促進住宅入居者募集

村営横手キャンプ場の管理人を募集します
雇用期間 令和４年４月１日～令和４年11月30日
募集人員 若干名
業務内容 キャンプ場内での利用者対応・金銭収入管理・施設の管理等
募集要件 ①満18歳以上（ 高卒程度）②普通自動車免許を有する者
申込方法 受付期間中に以下の①・②の書類を商工観光移住課まで提出して下さい（ 郵送可、３月10日必着）
必要書類 ①履歴書（ 任意様式、顔写真付）②運転免許証の写し
受付期間 令和４年３月10日㈭ 17時まで
そ の 他 申込者には追って詳細を説明いたします。後日、個別面接を行います。
【 お問い合わせ先】 商工観光移住係 〒386-1601

青木村大字田沢111

青木村役場

商工観光移住課宛

情

春先は、空気が乾燥し、林野火災や枯れ草の火災が
発生しやすい季節です。大切な森林を山火事から守る
ために３月１日から５月31日までを春の山火事予防
運動実施期間としています。
統一標語
『 山火事を 防ぐあなたの 心がけ』
この季節は山菜取りやハイキングなど野山へ出か
ける機会が多くなります。その際にも火の取扱いには
注意しましょう。

特に、周辺に燃えやすいものがある場所や、風の強
い日には火を使わないようにしましょう。
次の事に気を付けて、かけがえのない地域の森林を
皆さんで守りましょう。
１、たき火などの場所から離れるときは、完全に消火
したことを確認しましょう。
２、たばこの吸殻の投捨ては絶対にやめましょう。
３、風の強い日や乾燥しているときは、火を使わない
ようにしましょう。

建 設 農 林 課

林野火災の予防について（春の山火事予防運動）

49-3131

令和4年度「宮渕ふれあい農園」利用者募集
１区画30㎡（５ｍ×６ｍ）
で全30区画を貸し出しています。 場所は、青木村大字沓掛、宮渕神社のとなりです。
休憩所、
トイレを備えた交流センターも使用いただけます。
●青木村「宮渕ふれあい農園」を使用できる人

●使用の申し込み

定期的に農園を訪れることができ、荒らさないように管
理のできる人なら、どなたでもお申し込みいただけま
す。許可を受けた人及びその家族の方（グループでの申
し込みの場合には、グループの構成員）がご利用いただ
けます。

青木村役場建設農林課で申し込みの受付をしています。
窓口に備え付けの申し込み用紙にご記入の上提出して
ください。

●使用できる区画

１家族または１グループ、目安として１区画（２区画以
上歓迎）のご利用となります。

●貸し出し期間

4月1日（以降は契約開始日）から翌年3月31日まで。

●使用料

1区画 年額3,000円（２区画以上契約の場合割引あり）

【お問い合わせ先】
農業振興係

※ご契約された方に、沓掛温泉「小倉の湯」
回数券を差し上げます。
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49-3131

☎ 49-0111

青木村役場

情

… 情報電話 ☎ 0268-49-0111（代表） ※開庁時間外は代表番号におかけください。

国税専門官採用試験要綱

国税局や税務署において、税のスペシャリストとして働く国税専門官（国家公務員）を募集します。
受験資格

試験の程度
申込み方法等

試

験

日

試

験

地

合格者発表日

１. 平成４年４月２日～平成13年４月１日生まれの者
２. 平成13年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者
（１）大学（短期大学を除く。以下同じ。）を卒業した者及び令和５年３月までに大学を卒業する見込みの者
（２）人事院が（１）に掲げる者と同等の資格があると認める者
大学卒業程度
【原則】インターネット申込み
●次のアドレスへアクセスし、説明に従って入力 http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
●受付期間 令和４年３月18日㈮ ９：00 ～４月４日㈪ [受信有効]
【インターネット申込みができない場合】郵送又は持参
●提 出 先 希望する第１次試験地に対応する国税局又は沖縄国税事務所
●受付期間 令和４年３月18日㈮～３月22日㈫ ※通信日付印有効
〈人事院 採用情報NAVY〉
第１次試験日 令和４年６月５日㈰
第２次試験日 令和４年７月４日㈪～７月15日㈮のいずれか第1次試験合格通知書で指定する日時
第１次試験地 高崎市、さいたま市、新潟市、松本市ほか
第２次試験地 さいたま市ほか
第１次試験合格者 令和４年６月28日㈫ 9：00
最終合格者 令和４年８月16日㈫ 9：00

税 務 会 計 課

令 和４年 度

【お問い合わせ先】 ●インターネット申込みに関する問合せ
人事院人材局試験課 ☎️ 03-3581-5311 内線2332
9：00 〜 17：00（土・日曜日及び祝日等の休日は除く。）
●上記以外の問合せ
関東信越国税局人事第二課試験係 ☎️ 048-600-3111 内線2097
8：30 〜 17：00（土・日曜日及び祝日等の休日は除く。）

３月１日から７日まで、全国一斉に春の火災予防運動が行われます。この時期は空気が乾燥し風が
強く、大きな火災になる恐れがあります。火の取り扱いには十分注意してください。

注意！たき火が原因の火災

上田広域管内では昨年62件の火災が発生しました。そのうち16件はたき火が原因で火災が発生しています。たき
火を行う際は、次のことに注意してください。
①風の強いときは、たき火をしないようにしましょう。
②たき火をするときは、必ず消防署に届出をしましょう。
③水バケツなど消火の準備をしましょう。
④たき火をしている間は、絶対にその場を離れないように
しましょう。また一人でのたき火は危険ですので、なる
べく複数人で実施するようにお願いします。

⑤少しずつ燃やし、火が大きくならないようにしましょう。
⑥たき火を終えるときは十分に水をかけて消火しましょう。
⑦朝夕の暗い時間は火災と間違われることがあります。明
るい時間に行いましょう。
⑧山際でのたき火は山火事の危険があるので、
やめましょう。

住宅防火 いのちを守る10のポイント

また、この時期は全国的に住宅火災が多く発生する時期でもあります。上田広域管内では、昨年の62件の火災の
うち、27件は住宅火災でした。住宅火災から命を守るためにも、次の10つのポイントを心掛けましょう。
①たばこの火は確実に消しましょう。寝たばこは絶対にや
めましょう。
②ストーブなど暖房器具の周りに燃えやすいものを置かな
いようにしましょう。
③コンロを使用するときは、少しの時間でも離れないよう
にしましょう。
④コンセントの周りは清掃し、タコ足配線はやめましょう。
⑤火災の発生を防ぐためには、ストーブやコンロ等は安全
装置の付いたものを使用しましょう。
⑥火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に
点検し、10年を目安に交換しましょう。

⑦火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し、寝具や衣類
及びカーテンは、防炎品を使用しましょう。
⑧火災を小さいうちに消すために消火器等を設置し、使い
方を確認しておきましょう。
⑨お年寄りや身体の不自由な人は避難経路を常に確保し、
避難方法を話し合っておきましょう。
⑩防火防災訓練への参加や戸別訪問などにより、地域ぐる
みの防火対策を行いましょう。
火災から大切な命、財産を守るために日ごろから火災予防
を心掛けましょう。
以上、川西消防署から火災予防のお知らせでした。
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春の火災予防運動

♪

村からのお知らせです

〜各課からの連絡をお知らせいたします〜

青木村駐在所だより

♪
♪

2022年３月号
青木村警察官駐在所
☎ 0268-49-2030

「 訪 問 買 取 」に 関 するト ラ ブ ル 防 止 に つ い て
先日、青木村内の一般のお宅に、買取業者を名乗る男２人が訪問し、なかば強引に
家の物を買い取って行く、という事案がありました。
家の人が「うちには要らない物はない」ということを伝えても、男たちはなかなか帰ろうとせず、「自宅に
眠っているような貴金属や使っていないバッグ等はないですか？」と執拗に聞いてきました。
訪問業者の中には、家の人を騙して高価な物を安く買い取り、他の場所で高く売るという、詐欺まがい
なことをする者たちもいます。
このようなトラブルに巻き込まれない為にも、次のことに注意して下さい。

◆興味のない勧誘は、キッパリ断る

最初からキッパリと断りましょう。 それでも帰らない場合は、 法律違反になります。
玄関の中に入れてしまうと、 相手を帰らすまでにかなりの時間と労力を使いますので、
出来る限り、インターホン越しに対応しましょう。

◆物品を相手に見せない

むやみに家の物を相手に見せるのは止めましょう。

◆断っても帰らない場合は、その場で通報する

断っても相手が帰らない場合は、その場ですぐに通報しましょう！

未来の警察官、
求 む ！！！
令和４年度の警察職員採用試験のすべての日程が発表されました。

また、武道・言語・情報処理など、警察業務に有効な資格・技能を有する人を対象に、警察官・警察行
政職員の第１次試験（教養試験）において、一定の加点を行います。
是非、ご自身の能力を存分にアピールして下さい！
就職・転職を考えている方、お子さん・お孫さんが就職を間近に控えている方で警察という仕事に興味
がある方は、どんな質問にも親身にお答えしますので、遠慮なく青木村駐在所までご連絡下さい。
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… 情報電話 ☎ 0268-49-0111（代表） ※開庁時間外は代表番号におかけください。

おもな行事予定
/11 金

健康相談
納税申告相談（ 村松(生地)）

14

納税申告相談（ 入田沢）

15

月

火

脳と体のストレッチ教室
納税申告相談（ 予備日）
心の健康相談
減塩教室
納税口座再振替日（ 2月分）

16

水

中学校 卒業証書授与式
母子相談・離乳食相談

17

木

小学校 卒業証書授与式
赤ちゃんのためのおはなし会
絵画教室

18

金

幼児のためのおはなし会
納税申告相談（ 下奈良本）

20

日

結婚相談

26

土

保育園 卒園式
幼児のためのおはなし会

31

木

納税口座振替日（ 3月分）

/2

土

保育園 入園式

6

水

小学校 入学式
中学校 入学式

7

木

絵画教室

9

土

小学生のためのおはなし会

10

日

スポーツ少年団結団式
義民の里マラソン

春季自衛官等募集案内

１、予備自衛官補（一般・技能）
（社会人や学生生活を送りながら予備自衛官を目指すコース）
身
分 非常勤の特別職国家公務員
受験資格 （一 般）18歳以上34歳未満の者
（技 能）国家資格免許を保有する18歳以上53歳～ 55歳未満
（保有する免許による）
※年齢は令和４年７月１日㈮ 現在
受付期間 ４月８日㈮まで
採用試験 ４月11日㈪～ 17日㈰の指定する１日
２、自衛隊幹部候補生
（大学等から幹部自衛官を目指すコース）
受験資格
【大卒程度試験】
・22歳以上26歳未満の者
・20歳以上22歳未満の者で大学を卒業した者（卒業見込みを含む）
・26歳以上28歳未満で修士課程等を修了者
（学位取得見込みを含む）又はこれに相当する者
【院卒者試験】
・20歳以上28歳未満の者で修士課程修了者
※資格は令和５年４月１日現在
受付期間 ３月１日㈫～４月14日㈭
１次試験 ４月23日㈯・24日㈰
３、一般曹候補生
（職種のスペシャリストとして、定年まで勤務したい方に！）
受験資格 18歳以上33歳未満の男女
受付期間 ３月１日㈫～５月10日㈫
１次試験 ５月20日㈮～５月29日㈰

※おもな行事のみ掲載をしておりますので、詳しい内容・掲載さ
れていない行事については、生涯学習カレンダーをご覧いただ
くかもしくは、各担当へご連絡ください。

各行事について、新型コロナウイルス感染症への対応によ
り、中止・変更の可能性があります。開催状況は各担当へ
ご連絡いただくか、村ホームページをご確認ください。

〈3月〉青木村の気象

令和4年度

４、自衛官候補生
（任期制自衛官として任期満了時に、継続か退職か自己を見つめ直す
チャンスのある制度！）
資
格 18歳以上33歳未満の男女
受付期間 年間を通じて行っております。
試験期日 受付時にお知らせします。
資格等については、条件により異なります。詳しくは自衛官募集ホーム
ページをご覧になるか、自衛隊長野地方協力本部上田地域事務所までお問
い合わせください。
【お問い合わせ先】
自衛隊上田地域事務所

植物期間のスタート

☎ 22-5267

文責：岩渕 登喜夫

植物は季節のうつりかわりとともに、
その姿や色が変わり、生
長したり、紅葉や落葉したりする。このような季節の変化を「 植
物季節」という。
各地の気象台では動植物57種類「 サクラの開花・
満開など」観測を行い、
季節の進みや遅れを把握し統計していた。
しかし、令和3年1月から各気象台では周辺の生物生態環境が変
化し、
観測ができない動物や植物があり、
季節変化を全国的に把
握するに適した植物の6種目9現象（ アジサイ開花、イチョウ紅
葉・落葉、
ウメ開花、
カエデ紅葉・落葉、
サクラ開花・満開、
ススキ開
花）の観測に縮小した。
春は庭のウメなどの開花やヤナギの芽吹きの日付を日記帳に
記しておいて、
“ 今年は１週間も早くウメが咲いた”ということが
わかる。
温度計のない昔は、
特別な木を目安にし、
その年の観察に
よって季節の到来を判断し、
田畑を耕したり、種を蒔いたりする
温度計のかわりにしていた。
早春の庭をめぐりて門を出でず
虚子

移動性の高気圧と低気圧が交互に日本付近を通り、
それに伴っ
て天気が変わるばかりではなく、
時々冬型の天気にもどり天気の
変動が大きい３月である。気温は非常に暖かかったと思うと、寒
さがもどり寒暖をくりかえしながら、次第に暖かくなる。青木村
の冬日（ 最低気温が０度以下）が明ける日は、
例年３月25日でこ
の頃はポカポカと暖かく早春を感じる。
実際の気象の上からみた青木村の春の入りは3月初め頃から
で、4月は本格的な春になるので、3月は“ 早春”ということにな
る。
植物は日平均気温が5度を境にして、
冬眠状態であった植物が
発芽し発育をはじめる活動期間を「 植物期間」という。
日本の植物期間は寒冷な地方ほど短く、
北海道では200日くら
いの地方が多いが、南に行くほど長く九州では320日で、九州南
部や伊豆や紀伊半島南部は一年中植物の生育が続けられる。
青木
村の植物期間を気温の平年値から求めてみると、
入る時期は3月
20日で終わる時期は11月30日の256日である。
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♪

村からのお知らせです

♪
♪

〜各課からの連絡をお知らせいたします〜

青木村の偉人
元ICU国際基督教大学

「園丁 宮澤吉春 氏」

国際基督教大学（以下ICUと言う）図書館ニュース（2018年12月4日付）に「園丁
宮澤吉春」が掲載されたのに続けて、同窓会報ICU ALUMNI NEWS 135号（2021
年9月号）に同様の記事が和英文で再掲されました。
明治生まれの一本芯の通った正義と反骨に富んだ「青木村気質」の村松出身の「宮
沢吉春氏」
（以下吉春と言う）のことが掲載されたこのNEWSを持って、昨年秋に竹倉
征祠様（ICU卒、上田市真田町在住）が北村村長に報告されたことが発端で、私たち
青木村に生まれ育った者にもほとんど知られていなかった吉春のことを知ることができ
ました。
なお、東京青木会副会長（IT広報担当）宮原豊（青木村出身

以下宮原）はICU図書館に執筆者の松山龍彦

氏を取材し、吉春に関する更なる追加情報を聴取し、吉春の物語を東京青木会ホームページに紹介しました。同
時並行的に、青木村内で吉春の親族を調べていた私は、吉春と妻

花志（旧姓・上原、青木村出身）夫妻の四

人の女子の一人がご存命中で、その三女と孫が群馬県内在住であることを知り、宮原が収集した資料を添付して
吉春生前の話がICU同窓会報に掲載されていることを伝えました。
「今まで断片的にしか聞いていなかった祖父の
ICU入職前の経歴やICUにおいての仕事ぶりが詳しく掲載されており、今回ご連絡いただいた経緯も含め、なんと
も運命的な出会いを感じました。母が動けるうちに祖父の葬儀以来訪れたことのないICUを再訪したいです」と感
謝されました。
東京青木会のホームページ
｛https://newtokyoaoki.jimdofree.com｝のトピックス欄をご参照ください。なお、
以下に同窓会誌等から抜粋して吉春について一部紹介します。
◆ 吉春の経歴
明治34年に青木村村松

宮澤七海市（しちかいち）様の三人兄弟の末っ子として誕生。大正9年19歳で海軍舞

鶴海兵団入隊（欧州巡啓の旗艦「鹿島」乗組員、霞ヶ浦海軍航空隊）、昭和元年に海軍を退籍。昭和元年群馬県
警察署に勤務（伊勢崎市、太田市、前橋市を転籍）。昭和13年中島飛行機（株）の中島知久平氏の警護係で同社
に入社（東京都市ヶ谷、麹町、三鷹市）。昭和25年中島飛行機（株）を退職し、同社の三鷹研究所の跡地に創設
されたICUに入職（園丁吉春が誕生）。昭和50年病没するまで25年間植栽管理を担当。
◆ 吉春の功績
ICU図書館前のアカマツの根元に「平和記念 1952」と彫ってある小さな石碑があります。これはサンフランシ
スコ講和条約で太平洋戦争の終了および日本国の主権回復を記念して植樹されたもの。石碑の裏側には名誉評議
員・秩父宮妃勢津子様、東ヶ崎ICU理事長、鵜沢評議員会議長、湯浅初代学長と並んで、
「園丁 宮澤吉春」の
名前が刻まれています。
吉春は大学創立時からの職員で、キャンパス内の樹木管理をしており、語らず奢らず黙々と労働する実直な性格
は教職員に良く知られており、毎日必ず5時に（時計がなくとも）起床。夏は5時に芝刈りを始め、涼しいうちに大
半の仕事を終えてしまう。明治生まれの一本芯の通った気骨のある人物。どこまでも献身的に働き、誰の賞賛も期
待せず、脚光を浴びる舞台には決して登らない、いじらしいまでの謙虚さを持つ人でした。
吉春はICU創立当初から長逝されるまで、一日も休まず、四十万坪の校庭にある一木一
草を愛護して、自主的に誠実一途に献身奉仕した模範的人間です。後に、湯浅初代学長
は「ICU私見」の中に、
「吉春はICUが念願する人間育成の模範だとこの記念碑を建てる
時、地位や肩書に煩わされず、字の大きさや字格は全部同じにするように注文し石に刻み
ました。ICUが人間を人間として尊重している実例の一つです」と記しています。
文責
写真提供：宮原 豊 様（東京青木会）
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節分に福餅と福豆等を
配布しました

26〜29
水〜土

マイナンバーカード
出張申請

１月26日～ 29日の間、ワクチン接種会場にてマ
イナンバーカードの出張申請サポートを行いまし
た。
４日間で225名の方の申請がありました。
ワクチン接種後の待ち時間の間に、
短時間での申
請が可能なため大変喜んでいただけました。

今年度の青木村節分祭は、
新型コロナウイルス感
染症拡大予防のため残念ながら２年続けて開催中
止となりましたが、
毎年節分祭に餅つき体験で参加
していただいている青木村保育園と青木小学校の
皆さんに、
有志グループどんぶりの会と青木村より
福餅と福豆等をお渡ししました。
福餅を食べて元気に毎日を過ごしてください。
そして、来年こそは、にぎやかな節分祭が開催さ
れますように。

中!

地域おこし協力隊通信

美しい青木村2023年度版 募集
カレンダー用作品を募集しています

42

Vol.

使わないものを誰かに讓る

2022年版カレンダー作成では、 多くの皆様に
ご応募いただきありがとうございました。 今回も
2023年度版青木村オリジナルカレンダーに掲載す
る写真【風景・祭・行事・特産品など】を広く募集
いたします。

近年、インターネットを使い個人間で物を売買する
事が定着してきました。出品されるのは新品の物から
壊れて使えないものまで様々です。きっと若い人ほど
利用していて年配の方はなかなか馴染めないという
人も多いのではないでしょうか。僕もそうです。
先日村内の年配の方から、山から切り出した椎茸の
原木が余っていて誰か買う人がいないものかという
相談があったので試しにインターネットの無料掲示
板に掲載したところ、その日のうちから問い合わせが
殺到し5日ほどで受付を止めました。インターネット
の力はやはりすごいと実感しました。やってみて思っ
たのは、年配の方ほど「まだ使えるから捨てるのは
もったいない。誰か
使ってくれる人がい
れば譲りたい」そん
な考えの方が多いよ
うに思います。そん
なことをお思いの方
は一度、若い人に相
談してみるのもいい
かもしれませんね。

募集期限
募集作品

8月31日㈬
令和2年1月1日～令和4年8月31日に
撮影された写真
応 募 方 法 役 場、 道の駅あおき農 産 物 直 売 所、
文化会館に設置の応募箱、又は郵送で
提出してください。
問 商工観光移住係
情 49-3131
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大きい時は半分に切る。

① えびの背わたと殻をとる。

③ しいたけを４つに切り、小

HP 上での掲載はしていません。
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ラー油 ………………… 少々

喜憂の欄については、

『姉妹都市・長泉町をご紹介』

おらが村の味
至 名古屋

☎ 055-989-5500

がんばれ中学３年生！
受験応援グッズを贈呈

地産地消プロジェクト
下田
浜松

問 長泉町役場・行政課

１月 日㈮、長泉町は、コロナ禍で頑張る受験生を応援す
るため、町内中学校３年生に応援グッズを贈呈しました。こ
の取り組みは３年目となり、今年は町の応援食である「長泉
あ し た か つ 」を デ ザ イ ン し た ク リ ア フ ァ イ ル が、町 長、教 育
長から各中学校の代表生徒に手渡されました。
また、池田町長から応援のメッセージが贈られ、生徒代表
からも感謝と受験への意気込みの言葉が述べられました。

（敬称略）
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卒業まで残り僅かとなりました。最高学年として全校のお手本となれるよう
活動してきました。コロナ禍の中でしたが、祈りを込めて演奏した音楽会、入
場から振り付け、退場までを子ども達が創作して作り上げたフラッグダンス、
初めての宿泊学習-山梨県の旅、児童会祭りなど、たくさんの思い出ができま
した。全ての行事で力を合わせ、全力で取り組んできたからこそできた思い
出だと思っています。また、全員で継続してきたリコーダー合奏は、コンクー
ルで優秀奨励賞、優秀賞、最優秀賞という評価をいただくことができ、
『継続
は力なり』という言葉を実感することができました。これも、ひとえに保護者・
地域の皆様、先生方、多くの方々が支えてくださったおかげです。本当にあり
がとうございました。
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（五） 稀少建造物の拾遺 ─ 神楽殿の一考
か ぐ ら で ん

一
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わが村には古代から続く神社や、
各集落の産土神を祀る鎮守社には
その棟数は九棟に上り表題の稀少建造物にはあ
神楽殿が建てられている。
たらず、
むしろ普遍的に見られる特異建築と呼ぶべきであろうか。
右の神楽殿の名称は、
文久三年再建の奈良本神社のその棟札に見られ
るが、
その配置と構造形式からは通常の拝殿とは趣を異にする。
その後こ
の神社では明治十二年に本殿の前面に拝殿、
祝詞殿
を建て、
これが正規の拝殿である。
神楽殿の始まりは歴史的に浅く、
古代から中世前
半頃までは神殿前の庭上で舞が行われ、
舞殿つまり
のちの神楽殿はまだなかった。
奈良の春日大社では
現在でも楼門下の神庭で神楽舞を奉じている。
神楽殿の現存最古のものは滋賀県の油日神社の
ものであるが、
拝殿をも兼ねた慶長年間の建造で、
近世最初期と新しい。
わが村の神楽殿は、
江戸時代末期の化政期から明
治にかけての建造とみられ、
全国的に盛行した農村
芸能のための施設とみられる。
つまり、
これらの建物
が本殿に正対していないこと、
その規模が過大で、
前
方の野天桟敷の傾斜面は人々を意識したもので、
村
施設の祭礼の場の神域内に併設したものと観るべき
であろう。
子檀嶺神社の神楽殿は崖造りの伝統を踏襲して
いるが、
舞台意匠は正統的な姿の四面開放とし、
屋根
は入母屋造りである。
神楽殿の初期形式といえる。
昭
和前期の建造であろうか。
村内すべての神楽殿は文
化史的にも意義が大きい。
「たてもの歴史考」了
（文、永川
）

人口/4,259人
（−1）
令和４年１月31日現在
世帯/1,726戸
（±0）
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再生紙を使用
しています

村では、災害などの緊急時での速やかな一斉情報配信、情報伝達手段として
緊急防災メールシステムがあります。緊急時の村からの情報を入手いただ
くため、是非ご登録ください。

防災メール登録のお願い

［村松神社舞台上部小屋組］

［村松神社神楽殿（背側面）］

［子檀嶺神社神楽殿（背面）］

青木小学校６学年

がんばれ
子
あおきっ

