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新型コロナウイルス感染症について 

 現在、新型コロナウイルスが変異したオミクロン株の感染急拡大が続いており、長野県も２月２０日まで「ま

ん延防止等重点措置」が適用されています。 

 

オミクロン株の特徴として、従来株と比較すると 

・潜伏期間が短い 

・感染力が強い 

・免疫回避能力が高い（＝ワクチンが効きにくい） 

・重症化のリスクは低い 

ことが挙げられます。 

 

潜伏期間が短く感染力が強いためどんどん広がっていき、現在の第 6 波の感染者の数も大変多くなっています。 

 

軽症である人が多く、重症化する確率は低くなっているとはいえ、基礎疾患のある方や高齢者、ワクチン未接

種者を中心に重症化する人は 0 ではないため、これまで同様感染対策は必要です。手洗い、マスク着用（不織布

がより効果あり）、換気、3 密回避をお願いします。 

 

オミクロン株の特徴に「従来株と比較してワクチンが効きにくい」とありますが、3 回接種で 70％の発症予防

効果、88％の重症化予防効果があります。 

2/4 現在、R3 年 7 月 6 日までに 2 回の接種を終えた方に、3 回目接種のご案内が郵送されています。ワクチン

を 2 回接種した方も、6 か月たつと重症化予防の効果も落ち、発症予防の効果はほとんどなくなってしまいます

が、3 回目のブースター接種（追加接種）を行うことで、発症予防効果が上がります。 

ワクチンの３回目接種をぜひご検討ください。 

なお、1 回目または 2 回目が未接種の方には 3 回目の通知が送られていません。先に送られている接種券にて

1 回目または 2 回目を接種してください。 

 

ワクチン 3 回目の接種通知について 

通知の中の「接種医療機関」に、山﨑医院さんが載っていませんが、モデルナ社製のワクチンを使用する医療

機関のみが掲載されているためです。 

ファイザー社製ワクチンの接種が可能になりましたら、山﨑医院さんでも接種が可能となる予定です。予約等詳

細は山﨑医院さんへお問い合わせください。 
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『八幡神社霜月祭り保存会に入会して』 

昨年１２月に南信濃、上村の８神社で開かれた「遠山の霜月祭り」。トリを飾った八重河内八幡神社での祭

りに保存会の一人として参加させてもらいました。 

出身は香川県。実家から徒歩１０分ほど先に海がある環境で育ちました。京都市内の大学に進学し、長野

県に来たのは２０１８年。信濃毎日新聞社への入社がきっかけです。現在、入社４年目。１年目は長野市で

事件や事故、２～３年目は松本市で裁判やサッカーチームの松本山雅ＦＣなどの取材を担当していました。

昨春、飯田市の配属に。南信濃はおろか、飯田下伊那地域はまだまだ分からないことだらけです。 

保存会への入会のきっかけは昨年１１月中旬のこと。練習風景を取材しに訪ねると、会員の益山勝人さん

に「一緒に舞えば、より理解できる」と誘われました。祭りは８００年の歴史があるとも言われ、「自分が参

加していいのか」と少し戸惑いもありました。ですが、「おもしろそう」との気持ちも強く、その日から毎週

月曜の夜、神社を訪ね、舞の足さばきや刀の持ち方、歌の練習を重ねました。毎度、先輩の皆さんが一つ一

つ、熱心に丁寧に指導していただきました。 

そして祭り当日。湯衣や烏帽子を身に着けて「鎮めの湯」や「踏みならしの舞」に加わりました。湯釜の

周りで、「オンシロタイをもろ手に持ちてアンヤハァ」と神楽歌を響かせたり、刀を手に舞ったり。多少間違

いもありましたが、一緒に舞う先輩たちの動きを頼りに、何とか楽しくやり遂げることができました。年末

には保存会の食事会にも参加し、交流を深めました。今後も練習を重ね、祭りに対する知識を深め、次回は

なお一層磨きかかった姿を見せられるよう励みたいです。 

地元・香川を離れてから、長野、松本、京都とさまざまな場所で、いろんな出会いがありました。ただ今

回の祭りを通して、地域の皆さんと関わる中で初めて香川以外に地元ができたような感じがしました。今後

も飯田配属である限り、祭りに参加する予定です。至らない点も多々ありますが、ますます地域に根付ける

よう、今後もご指導頂けると幸いです。 

 

信濃毎日新聞 記者 奥 川 瑞 己 
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率 

調査

台数 

着用者

数 

着用 

率 

調査

台数 
着用者数 

着用 

率 

12/15 夜川瀬 36台 36人 100.0 11台 11人 100.0     

12/22 下市場 45台 45人 100.0 ７台 ７人 100.0 1台 1人 0人 0.0 

12/27 小道木 33台 33人 100.0        

 

立春が過ぎ、少しずつ日が濃くなってきました。また、日照時間も長くな

り春の足音が聞こえてきます。 

それでも今冬は、降雪も多く路面の凍結など運転をするには悪条件です。

ハンドルやブレーキの操作ミスが発生しやすく思わぬ事故に見舞われること

も予想されます。冬道走行に潜む危険を十分認識し、運転するときは速度を

落とす、車間距離を取る。運転操作は慎重に行いましょう。 
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令和３年 年末の交通安全運動シートベルト着用調査結果 

ふるさと納税「20地区応援隊」にご寄付 

 南信濃まちづくり委員会へ市ふるさと納税「20 地区応援隊」により静岡県在住の小杉 長武さん（こすぎ 

おさむ） から 40,000円のご寄付をいただきました。 

寄付金の使途につきましてはまちづくり委員会の基本構想にも掲げております持続可能な地域をめざした

取り組みに有効に活用させていただきます。 

 

なお、ふるさと納税「20地区応援隊」はご寄付いただきました方に対して返礼品によるお礼はございません

が、地区の情報や今後のイベントなどのご案内をお送りするなどして地区とのつながりを深めて参ります。  

 

＜御柱大祭 縄ない式について＞ 

実施日  ２月２０日（日）午前９時～正午 

縄ない式会場  新町地区 信金前から通り沿い 

        本町地区 大島屋旅館前から通り沿い 

駐車場     自治振興センター、保育園の駐車場をご利用ください。 

※留意事項   時節柄、マスク着用、健康管理等についてご配慮ご協力ください。 



遠山常民大學運営委員長 針間道夫 

  

お年寄りや若者の暮らしを応援する 

まちづくり委員会では、お年寄りや若者の暮らしを応援するため「定住促進補助事業（定住促進補助金）」

の令和３年度分の受付をしています。今年度最後の案内となります。申請される方は、期限までにお願いし

ます。 

 

補助対象事業 
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令和３年度 定住促進補助事業について 
（南信濃地区若者等定住促進補助金） 

１．祝い金事業 

  ①結婚祝い金 ②出生祝い金 ③保育園入園祝い金 ④小学校入学祝い金 

 ⑤中学校入学祝い金 ⑥保育園、小学校、中学校進級祝い金 

２．病院通院費補助事業（期限：１月 31日） 終了 

３．高校生通学補助金事業（後期分：令和４年２月 15日から受付） 

４．インフルエンザワクチン予防接種補助金事業 

【対象】中学生以下の子ども及び保護者 

    （注）中学生以下の子どもを対象とした予防接種で２回接種をされる場合は、２回分ま

とめて申請してください。 

５．ＩＵターン促進補助金事業【対象】居住して３年以上 

６．学卒者就労補助金事業 

申請期限 令和４年３月１５日（火） （注）病院通院費補助金を除く 

 

申請に必要なもの 

①印鑑（認印）②預金通帳 ③領収書 

（注）領収書の提出は申請される補助金によります 

 

申請・交付要件 

・補助金交付後、「３年以上居住すること」、「まちづくり委員会の負担金」を負担いただいている世帯が対象

となります。（まちづくり委員会会費の一部が活用されています。） 

・補助金を申請される方は、居住地区の自治会や消防団などの団体に加入してください。また、地域の行事等

には積極的にご参加ください。 

・補助金の交付を受けた者が条件に違反した場合、補助金の返還を求める場合があります。 

・その他、補助金の申請等についてのお問合せは、下記までお願いします。 

南信濃まちづくり委員会（お問合せ先：南信濃自治振興センター      34-5111） 
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令和４年１月４日より、利用者の利便性向上のために、Wi-Fi（公衆無線 LAN）機器（パスワード付き）

を設置しました。 

現代のネットワーク社会への対応や、若年層の公民館利用促進などを目的に飯田市公民館全館で設置整

備を行っています。 

団体でも個人でも使用可能です。館内どこでも使用できますが、利用規則がありますので、ルールを守

って有効活用してください。 

 

南信濃公民館 

 

 

 

南信濃地域交流センターWi-Fi（公衆無線 LAN）設置のお知らせ 

●防災行政無線「戸別受信機」の入替工事の実施について 

防災行政無線「戸別受信機」の入替工事を２月から実施しています。現在利用されている機器は、平成

23年度に導入したものです。アナログ方式からデジタル方式へ変わり、雑音などの障害もなく聞き取りや

すくなります。 

個人住宅、市営住宅の前に、自治会が管理している集会所を２月 14 日（月）から実施します。３月以

降、個人住宅等へ戸別受信機の入替工事を実施します。（３月より木沢地区から工事に着手します。工事

は、区単位で実施していきます。） 

 

入替工事の前に、自治会文書（全戸配布）でご案内します。ご協力をお願いします。 

（設置業者）杉野電気商会・コトブキ電気・東陽興業株式会社 

  

 

現在使用中の戸別受信機 新しく入替となる戸別受信機 

  

 

～お知らせ～ 



考）令和３年度加入者数（南信濃）553人、加入募集事務報奨金 27,650円 
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●交通災害共済の加入について 

～お知らせ～ 

令和４年度長野県民交通災害共済の会員を募集します。交通事故によりケガや亡くなられたりした場合

に見舞金が支払われるものです。 

２月上旬から市危機管理室より皆さんのお手元に「長野県民交通災害共済組合申込書（紫色で印字）と

リーフレット」が届いていると思います。多くの皆さんにご加入いただけるよう、よろしくお願いします。

また、申込書が届かない、紛失した場合でも自治振興センターで加入手続きができます。 

 

▶見舞金   入院・実通院２日以上 ２万円～  

死亡 100万円 

▶会員期間  令和４年４月１日から令和５年３月 31日（１年間） 

       （注）４月１日以降に加入の場合は、会費納入日の翌日からとなります。 

▶会 費   １人４００円。 

▶受 付  自治振興センター、金融機関（農協南信濃支所、信金南信濃支店） 

3月のおでカフェ開催のお知らせ 

＜開催日、開催場所＞ 毎月第３水曜日 

3/16 上町コミュニティーセンターにて開催    

＜時間＞ 10:00～11:30  ＜持ち物＞ 飲み物代として一人 100円 

 

お気軽にお問い合わせください。 

南信濃自治振興センター：TEL 34-5111 

南信濃地域包括支援センター：TEL 34-1066 

 

とおやま福祉検討会 

南信濃まちづくり委員会 

～認知症の人や介護者が気軽に立ち寄れる憩いの場～ 

●南信濃地区の人口（令和３年 12月分～４年１月分） 

  １２月末 １月末 

男 ５７７人 ５７４人 

女 ６５９人 ６５８人 

計 １，２３６人 １，２３２人 

増減（先月比） ▲１１人 ▲４人 

世帯数 ６５３世帯 ６５０世帯 

増減（先月比） ▲７世帯 ▲３世帯 

（飯田市の住民基本台帳に登録されている人口と世帯数） 

 


