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●筆者／宮地 國男（みやち くにお） 特定非営利活動法人（ＮＰＯ）佐久地方を流れる用水の会理事長 全国かくれキリシタン研究会会員
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■ 日に
︵ 代・女性・高校生︶︑
︵ 代・男性・高校生︶︑
例︵ 代・
男性・自営業
従業員︶を確
認︒１月 日
に
︵ 代・男
性・自営業︶︑
︵ 代・女
性・無職︶の
２例を確認し
て︑現在に至
っている︒

★２月９日現
在︑東京都に
よると︑きょ
う都が確認し
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御 予 約 承 り 中！

信州ＧｏＴｏイート食事券・ＧｏＴｏトラベルキャンペーン
ト
紙クーポン／電子クーポン いずれも利用可！ 弁当のテイクアウ
出来ます！

「すべてはお客さまの笑顔のために・
・
・
」
食べて、飲んで、安心のお泊りを！
中軽井沢・ろぐ亭

ランチ1番人気
ボリュームたっぷり

焼き肉定食
￥905（税別）
T
本 店

〒３８９-０１１1 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢３１４８-１ ＴＥＬ：０２６７-４５-２３４１ ＦＡＸ：０２６７-４５-０３６５
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同・商店街の様子

10

71

67 20

62

送迎あり！
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た新型コロナウイルスの新たな感染
者は４１２人だった︒重症の患者は
前の日から変わら
ず１０４人︒︵※ 人が変異型に感
染市中感染の疑いも︶
感染が確認されたのは 歳未満から
１００歳以上の４１２人︒直近７日
間の１日あたりの平均は５３５人で︑
前の週の ％となった︒
年代別にみると︑ 代が最も多い
人︑次いで 代が 人︑ 代が 人︑
代が58人︒重症化リスクが高い
歳以上の高齢者は１００人で全体
の ％を占めている︒重症の患者は
前の日から変わらず１０４人だ︒
︵ANNニュース︶

1月25日大雪の翌日のプリンスＳＰ

軽井沢町の散策・散歩に最適です。

0268・62・3700
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町の話題
いろいろ

■ 日には
例目︵ 代・男性・会社員︶です
こし落ち着いた後︑ 日 日 日に
︵ 代・女性・学生・発症前２週
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町指定の文化財の
お知らせ

文化財審議委員会で答申
のあった次の建造物につい
て︑ 月 日の開催された
定例教育委員会において町
の有形文化財に指定されま
した︒

き かべぬの や

・黄壁布屋︵借宿︶
・蔦屋︵追分︶
・塩沢の郷倉
・長倉神社本殿
・茂沢薬師堂
・杉瓜観音堂

︻問い合わせ︼
生涯学習課 文化振興係
☎４５ー８６９５
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50

間以内に首都圏に滞在歴あり︶︑
︵ 代・女性・学生︶︑
例︵ 代・女性・学生・発症前２
週間以内に首都圏に滞在歴あり︶・
︵ 代・男性・会社員・発症前２
週間以内に首都圏に滞在歴あり︶︑
︵ 代・男性・会社員︶︑
︵ 代・女性・学生・発症前２週
間以内に首都圏に滞在歴あり︶︑
︵ 代・男性・会社員・発症前２
週間以内に首都圏に滞在歴あり︶例
目とピークを迎えた︒

す」と言いました。しかし、高校
私は軽井沢町の中山道追分宿に
では人の話を聞くときは特に「メ
住んでいます。生まれは東京都足
モを取りなさい」と指導はしてい
立区の千住で、22歳まで過ごしま
ません。メモを取る教え方は小・
した。大学を卒業し高校教員とな
中学校での指導です。高校生は
り長野県に来ました。最初の赴任
小・中学校の教育が身に付いてい
校は県立軽井沢高校でした。
るので、高校生になっても、それ
本県には当時、教員にも長期の
を覚えているのです。
夏休みがありました。
東京に居る私の友達な
駆け出しの青年教師だ
ども長野県出身の先生
ったので、夏休みを使
方は素晴らしいと褒め
い全国で開催される研
ます。その理由は、子
究会、講演会によく参
供が長野県出身の先生
加しました。
に教わると毎週１度、
それらの会合には、
必ずクラス新聞が配ら
決まって夜の懇親会が
れます。長野県では、
あり、自己紹介のとき
どの先生も必ず新聞を
に長野県から来ました
作ります。新聞には一
と言うと、出席者から
私が自主出版した御影用水
週間の学校生活、クラ
一応に「長野県からで
スの出来事が事細かに
すか、あそこは教育県
載っています。この様
ですね」と即座に言わ
な学校教育に学んで、
れました。
その後他県で教師にな
また、修学旅行で奈
った信州人は、自分が
良県の法隆寺を訪ねた
御影用水
教わって来た通り実践
とき、住職の説明が終
するのです。長野県では伝統的に、
わって私の所に近づき「先生がお
このような教育をしています。こ
勤めの学校は長野県ですか」と言
れが信州教育と謂われる教育です。
うので、私は、なぜお分かりにな
この度、御影用水（写真）の歴
ったのか尋ねると、住職が「生徒
史と、かくれキリシタンの関わり
さん達が私の話を熱心に聞き、生
について、この欄に連載します。
徒全員がメモを取っていたからで

45

風雲急を告げる

第1回 クラス新聞と信州教育
第1回
第1
クラス新
クラ
ス 聞と
ス新
聞と信州
信州
州教育
育
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コロナ情報
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３月７日まで緊急事態宣言延長︒菅総理が表明︵栃木を除く︶

2月

広告は生活を豊かにする情報です
お問合せ０２６７・３１・６９６１

検索

■菅総理は２月２日︑政府の新型コ
■年が明けた令和３年になってもこ
ロナウイルス対策本部会議の冒頭で︑ の傾向は変わらず︑１月１日には
緊急事態宣言を発出中の 都府県の
例目︵ 代・男性・無職︶︑４日
うち︑栃木県のみを７日に解除︑
と６日に
都府県については３月７日まで延長
︵ 代・男性・会社員︶︑
すると表明︒
例︵ 代・男性・会社員︶︒７日
には︑
■令和３年２月９日までの軽井沢町
︵ 代・男性・会社員︶︑
の累積コロナウイルス感染者数は︑
︵ 代・男性・会社員︶と複数の
名となった︒昨年の 月 日に町
感染者が発生した︒
内 例目の感染者が確認されていた︒
性別は男性︑ 代︑会社員で︑ 月
■８日の
︵ 代・女性・教職員︶例目のあ
日ＰＣＲ検査の結果陽性が判明し︑
と９日には
濃厚接触者を調査中だったもの︒
︵ 歳未満・男性・未就学児︶︑
︵ 代・男性・高校生︶︑
︵ 代・女性・会社員︶例と３者
が同時発生︒翌10日にも
︵ 代・女性・自営業従業員︶︑
︵ 代・女性・学生︶︑
︵ 代・男性・公務員︶と３例が
発生した︒

御影用水の歴史と、 かくれキリシタン

Web版

■年末の 月 日になって
⓮例目の感染者︵ 代・女性・自営
業︶を確認︒その後 日︑ 日︑
日︑ 日には
⓯︵ 代・男性・地方議会議員︶・
⓰︵ 代・男性・自営業︶・
⓱︵ 代・男性・地方議会議員︶・
⓲例目︵ 代・女性・無職︶︑ 日
の大晦日には
⓳︵ 代・女性・医療従事者︶︑
⓴例目︵ 代・男性・自営業︶が確
認されている︒

新連載

次号 第211号は、
2021年3月19日
（金）
発行予定です
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