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谷村詩織さんがゲスト参加 
  

川口和南津地区の地域活動団体 

1 月 15 日（土曜日）、川口和南津地区において、「わく

わく和南美」の 10 周年記念事業が行なわれました。 
当団体は、和南津地区の魅力の発信と地区住民の団結と

元気を盛り立てるために結成され、これまで各種活動を通

じて地域住民の活力の醸成に大きな役割を果たしてきま

した。特に中越地震後は、都市との交流や地域資源の整備

を行い、さらなる魅力ある和南津地区の発展と地区住民の

団結にむけ活動を行なっています。このたび 10 周年を迎

え記念事業を行なうこととなり、歌手の谷村詩織さん（新

司さんのお子様）が交流の一環としてミニコンサートを開

催するはこびとなりました。 
詩織さんは、餅つき体験やさいの神行事に参加し地区住

民と交流を深めました。また、約 1 時間のミニコンサー

トでは、参加者は美しい歌声に魅了されていました。 
地区出身の平澤光弘・礼恵さん（長岡市川崎）は、里帰

りで偶然参加し「お腹の 9 ヶ月の赤ちゃんにとって、優

しい歌声が胎教に良い結果をもたらしそうです」と微笑み

ながら感謝していました。今回の事業は地域づくりを長年

継続してきたこと、あおりの里でのコンサートに感動した

ことを、直接谷村さんにお手紙でお伝えして実現しまし

た。今後もわくわく和南美さんの活動に大きな期待と希望

を感じました。 

ミニコンサートに魅了 

雪国の行事「さいの神」に感動 

― わくわく和南美 10 周年絆コンサート ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全日本小学生相撲大会 

「銅メダル獲得」
「３位」に輝く 川口小学校 4 年生 宮侑汰さん 
12 月 3 日に東京･両国国技館で開催された全日本小学生相撲大会の

小学 4 年生以下の部に北信越地区の代表として参加し、各地区の優勝

候補を下し快進撃の末、準決勝で夏の全国大会の覇者、九州 1 位（横

綱：体重 110 キロ）との対戦で惜しくも敗れましたが 3 位入賞を果た

しました。 

宮さんは小学 1 年から相撲を始め、現在は十日町市の相撲教室で練

習を重ねています。今後の活躍に大きな期待と応援をします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大会会場にて



 
 
 
 

地域コミュニティ事業補助金で地域づくり 
 
長岡市と合併したことで、旧川口町には無かった長岡市独自の助成事業「地域コミュニティ事業補助金」

が川口地域でも実施され、今年度は 3 団体が取り組みました。 
この補助金は、地域づくり団体や文化団体が地域づくりに取り組むための補助事業で、事業費の 8 割を

補助するもので、川口地域には 50 万円の予算が配分されました。 
今年度は 3 つの団体が申請し、昨年 5 月 18 日に開催された第 2 回地域委員会で事業の審査が行われまし

た。地域委員からは事業の将来性や効果について活発な質問が出され、審議の結果、各事業とも実効性があるこ

とから、3団体すべてが補助を受けることとなりました。今年度行われた事業の概要をお知らします。 
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「散策道整備とブナ林を活用した交流事業」 

 田麦山地区の地域づくり団体「いきいき田麦山」

がブナ林周辺の散策道整備とブナ林コンサートに

取り組みました。8月 15 日には 10 組の出演者によ

るブナ林コンサートを開催しました。 

 

 

               散策道整備 

 

 

 

 

 

 

 

   ブナ林コンサート 

 

      5 月頃 地域委員会で補助対象団体の審

査・選定 

応募方法：説明会において申請方法を説明します。 

     説明会に出れない方は、説明会終了後 

     支所の地域振興課へお問い合わせください。

（℡89－3111） 

      4 月 募集開始 

平成 23 年度も地域コミュニティ事 

業補助金の申請団体を募集します 
 

新年度予算の議決を経て、来年度も同様の補助を行う予

定です。以下のとおり予定していますので、積極的な応

募をお待ちしております。 

 

補助金額：上限 50 万円 

補助率：補助対象事業費の 80％ 

今後の予定：2月～3月 支所地域ごとの説明会 

「小高地域夢づくり事業」 

 旧小高集落の地域づくり団体「小高夢づくり

委員会」が小高集落近郊の山菜などの地域資源

を保護する活動に取り組みました。地区住民以

外の山菜採取の禁止看板の設置や、山道の保全

活動に取り組みました。 

 

              看板の設置 

 

 

 

 

 

 

 

山道の保全活動 

 

「さんご山活性化事業」 

 中山地区の地域づくり団体「ふるさと夢づくりの

会」が旧川口スキー場のさんご山周辺の遊歩道整備

とコスモス畑の植栽に取り組みました。10 月 3 日

には第 4回コスモスまつりを開催しました。 

 

 
さつまいも収穫を楽しむ   山頂で凧揚げ 



 
 
 
 

市県民税・所得税の申告相談が始まります。 
自書申告をお願いします。 

還付申告される方は１月から税務署に提出することができます。 
川口地域では川口公民館（生涯学習センター）にて相談会を行います。また、

事前相談会（予約制・会場＝川口支所）も開催しますので、ぜひご利用下さい。

問合せ：市民生活課市民係８９－３１１２ 

【市県民税の申告が必要な方】 
平成 23 年１月１日に、長岡市に住んでいる方で、平成

22 年中に次の①又は②に該当する方 

① 営業、農業、不動産などの収入があった方。 

② 収入がなかった方で、長岡市に住所のある方の扶養

になっていない方。 

＊ただし、次に該当する人は申告する必要はありま

せん。 

・平成 22 年分の所得税について確定申告をする方。 

・給与収入のみで、年末調整をうけた方。 

・公的年金収入のみで、申告による控除（扶養控除・

社会保険料控除・生命保険料控除等）を受ける必要

のない方。 

 

【所得税の確定申告が必要な方】 
○事業収入や不動産（地代・家賃等）収入のある人や

土地や建物などを売却した人などで、平成 22 年中の所

得金額の合計額が基礎控除などの所得控除の合計額を

超える方。 

○給与所得者で、給与の収入が２千万円を超える方。 

○給与を２ヵ所以上から受けていて、年末調整をされ

なかった給与の収入額と各種の所得金額（給与所得、

退職所得を除く）との合計額が 20 万円を超える方。 

＊青色申告・譲渡所得（土地、株式等）・住宅借入金等

特別控除・雑損控除の申告相談は、小千谷税務署（相

談会場＝小千谷市総合産業会館サンプラザ）でお願い

します。 

＊申告の内容によって川口公民館で受付できない場合

があります。 

 

申告相談に必要なもの 

○印鑑・源泉徴収票（原本）・各種控除証明書等 

○農業等事業所得者の方は、収支内訳書を記入してお

いて下さい。 

○医療費控除を受けられる方は、支払金額を集計して

おいて下さい。 

【相談会場・期間】 
・会場 川口公民館（生涯学習センター） 

・期間 ２月１６日（水）～３月１５日（火）

    （土・日曜日を除く） 
・受付 午前９時～１１時 午後１時～４時 

＊市県民税の申告は長岡市役所本庁でも受付で

きます。くわしくは市政だより２月号をご覧

下さい。 

《小千谷税務署の申告相談会場》 

・会場：小千谷市総合産業会館サンプラザ 
・期間：２月１６日（水）～３月１５日（火）

    （土・日曜日を除く） 
・受付：午前９時～午後４時 

【事前申告相談会（予約制）の開催】 
申告期間中の混雑を緩和するため、下記のとお

り事前申告相談会を行います。必要書類が整っ

ていればその場で申告書を提出することが可能

です。 
・会場 川口支所 ３階 会議室 
・期間 ２月１日（火）～10 日（木）平日のみ

・受付 午前９時～１１時 
    午後１時～ ４時 
＊ 事前相談会は予約制です。あらかじめお電

話下さい。 
川口支所市民生活課市民係８９－３１１２

○平成２２年中に家を新築・購入等で入居した

方で、住宅借入金等特別控除を適用して申告す

る方の相談会を開催します。 

・会場：小千谷市総合産業会館サンプラザ 
・期日：２月１５日（火）午前９時半～１１時

            午後１時～３時 
＊申告には、源泉徴収票や家屋の取得に関する

書類の提出が必要です。 

国税庁のホームページをご利用ください http://www.nta.go.jp 
「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力すれば税額などが自動計算され、所得税、

消費税の申告書が作成できます。 問合せ 小千谷税務署 ℡８３－２０９０ 
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長岡市臨時職員（期間雇用）募集案内 
長岡市臨時職員（一般事務・川口支所市民生活課勤務）について、下記のとおり募集します。 
○ 募集人数 ２名 
○ 職務内容・資格 
１）住民税、所得税の申告書の作成（パソコン操作による資料作成等）と申告相談の受付ができる方。学歴、

性別は問いません。 
２）市の臨時職員として通算して５年間勤務経験がある方は応募できません。 
○ 雇用期間 平成２３年２月１４日から平成２３年３月１５日まで 
○ 勤務場所 長岡市川口支所市民生活課（川口公民館） 
○ 応募方法 平成２３年１月３１日（月）までに、市販の履歴書（写真貼付のもの）を川口支所市民生活

課へ提出して下さい。（郵送の場合１月３１日必着でお願いします。） 
○ 採用試験 ・日時 平成２３年２月３日（木）＊時間は応募時に連絡します。 
       ・場所 長岡市川口支所 
       ・内容 面接及びパソコン試験 
＊勤務条件 
 ●勤務時間 午前８時３０分から午後５時１５分（昼休み６０分） 
 ●賃  金 日額６，１８０円 
 ●休  日 原則として土曜日、日曜日、祝日 
 ●有給休暇 雇用期間 1 ヶ月につき１日の割合で付与 
 ＊その他詳しい内容は下記へお問合せ下さい。 
【連絡先】川口支所市民生活課市民係 電話０２５８－８９－３１１２ 
      〃  地域振興課総務係 電話０２５８－８９－３１１１ 

◇こんなときは「すこやか」へ・・・ 

・就園前に友だちづくりがしたい。 

・子どもの生活リズムを整えたい。 

・子育ての情報交換がしたい。 

・子育ての悩み事を聞いてほしい。 

・・・専門スタッフが、地域の子育てを応援します。 

パパやママ、おじいちゃん、おばあちゃんまで、世代を超えて集ま

れる場です。初めてのかたもお気軽においでください。 

 

◇「すこやか」では楽しいイベントが盛りだくさん！ 

・毎週水曜日：親子教室「アンパンマン教室」（午前１０時～）

・月 1回：「手遊びと絵本の会」「親子ふれあい遊び」「誕生会」

・偶数月：「親と子なんでも相談」 

・奇数月：「妊産婦交流会・プレママたいむ」 

ほかにも、季節に合わせた制作やイベントも行っています。 

イベントの風景～お店屋さんごっこ～ 

子育て支援センター川口すこやかのご案内 

2 月の予定は、本号「くらしのカレンダー」をご覧ください。 

 

アンパンマン教室は、就園前

の幼児が対象です。事前申込

不要。詳しくは下記にお尋ね

ください。 

子育て支援センター川口すこやか 

場 所：川口武道窪２００－３２ 
電 話：８９－３５５５ 
開館日時：月曜日から金曜日 
午前８時３０分から午後５時１５分 

 
行き：１０時東川口保育園発 帰り：１１時３０分すこやか発

毎週木曜日は無料バスが運行しています。 

◇無料バスをご利用ください 



「地域内をほのかに照らす幻想的な雪灯りの世界」 
 
 ２月２６日（土）

「地域内をほのかに照らす幻想的な雪灯りの世界」 

えちごかわぐち雪洞火ぼたる祭
 
 会場内の雪灯りをはじめ、地域内の各所でもぬくもりのある雪灯りをご覧いただけます。楽しいイ

ベントを今年も企画しております。皆さんお誘い合わせの上ぜひお越しください。  
 

２月２６日（土）

参加者大募集！ 

川口 23．2 月号 

えちごかわぐち雪積み合戦 開催日時 ２月２６日(土） 

会  場 川口運動公園多目的広場、地域内一円 
 
 ★イベントタイムスケジュール★ 
 11:30～ 会場オープン 
  地元名産うまいもの屋台（～19:30） 
 12:00～ えちごかわぐち雪積み合戦（～17:00） 
 雪上レクリエーション（～17:00） 
    ジャンボ滑り台、宝さがしなど  

 16:00～ 雪灯り点灯（会場内、各地域の雪明り） 

 18:20～ ファンタジックステージ（～19:20） 

 19:30  雪上大花火（フィナーレ） 

 
 

「えちごかわぐち雪積み合戦」 
５人１組で制限時間内に、とにかく雪を積み上げて高さを競い合います。優勝賞金５万円を目指して、

いざ勝負！応募締切：1 月 31 日（月） ※応募多数の場合は抽選となります。 

 
 
 
 

◎申込み・問合せ 
えちごかわぐち雪洞火ぼたる祭実行委員会事務局（川口支所産業課内）☎８９－３１１３ 

「雪灯りづくり体験」 
 雪灯りは誰でも楽しく簡単に作れますので、気軽にご参加ください。応募締切：2 月 10 日（木） 
 

「会場設営ボランティア」  
魅力的な冬のまつりを皆さんの手で作ってみませんか？応募締切：2 月 10 日（木）  

 

 
 

 株式会社 青柳工務店 

 消防団協力事業所に認定 

 
消防出初式に川口方面隊が参加 

株式会社 青柳工務店（東川口）が「消防団協力

事業所」の認定を受け、長岡市消防出初式１月9日
（日）において、森市長から代表取締役青柳敬さん

に表示証が交付されました。 

従業員４名が消防団員として活動しており、事業

所として積極的に消防団活動を支援し、地域防災に

貢献していることが認められたものです。 

次の４つのいずれかに該当する事業所を市長が

認定します。 

①従業員が消防団員として3 名以上入団 

②従業員の就業中の消防団活動に配慮 

③災害時、事業所の資機材を消防団活動に提供可能

④その他消防団活動に協力することで、地域の消防

防災体制の充実強化に寄与している等 

 

＊今後、認定の希望や関心のある企業の方は是非お

問合せください 
 

【問い合わせ】消防本部総務課  

消防団係（35－2192） 

1 月 9 日（日）に大手通りで行なわれた市の消防出

初式のパレードに川口方面隊の消防ポンプ積載車が

合併後初めて参加しました。当日は、消防本部及び消

防団員 1,000 人が参加し、はしご車を含む放水の実演

がされました。また、「木遣り唄」や「まとい振り」

の後、見事なはしご乗りの演技が披露され、沿道に詰

め掛けた観衆から大きな拍手や歓声が送られました。

その後、1,000 人の団員と消防車両 36 台による分列

行進が行なわれました。沿道のアーケード内ではトン

汁の無料サービスや子供たちへのお菓子のプレゼン

トなどもあり、大手通りあげての“おもてなし”がと

ても感動的でした。 

第 4 分団（西川口）積載車 



 
１ 火 親子ふれあい遊び（すこやか） 

あぐりの里、川口温泉：休館日 
21 月  

２ 水 アンパンマン教室(すこやか)  
0123ちゃん集まれ会（東川口保育園） 

22 火 0123ちゃん集まれ会（西川口保育園） 
あぐりの里：休館日 

３ 木 豆まき＆鬼のお面作り（すこやか） 
あぐりの里お茶飲み会（あぐりの里） 

23 水 アンパンマン教室(すこやか) 
赤ちゃん相談（末広荘） 

４ 金 糖尿病予防教室（第2回：末広荘） 24 木 お誕生会（すこやか） 

５ 土  25 金 介護予防教室（末広荘） 
糖尿病予防教室（第4回：末広荘） 

６ 日  26 土 雪洞火ぼたる祭 
７ 月  27 日  

28 月  ８ 火 0123ちゃん集まれ会（西川口保育園） 
あぐりの里：休館日    

９ 水 アンパンマン教室(すこやか)  
10 木 手遊びと絵本の会（すこやか） 

行政相談（無料：末広荘） 

  

11 金  

 

  
12 

くらしのカレンダー （2月） 川口23．2月号 

 
FM ながおかのご案内 

合併効果 

土  
13 日  
14 月  
15 火 親と子なんでも相談（すこやか） 

あぐりの里、川口温泉：休館日 
16 水 0123ちゃん集まれ会（東川口保育園） 
17 木 こころの健康講演会（支所会議室） 

あぐりの里お茶飲み会（あぐりの里） 
18 金 糖尿病予防教室（第3回：末広荘） 
19 土 ミニミニ火ぼたる祭（あぐりの里） 
20 日 よってげてぇふれあい市(東川口) 

 

  
 
 

 合併に伴い他の長岡地域と同一のサービスを実現

するため、「ラジオ放送：FM ながおか」が川口地域

で受信できるようになります。小千谷市の山本山に中

継局を新設いたしました。防災情報や市の情報が放送

されますので皆さんご利用ください。 
 ・ 周波数  ８０．７MHｚ 
・ 開局時期 平成 23 年2 月予定（既に試験放送

を行なっています） 
・ 川口地域の一部においては、山の陰等により受

信ができなくなるところもあります。 
【問合せ先】川口支所地域振興課 

電話0258－89－3111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川口地域の世帯数と人口（前月比較増減） 
（H23.1.１現在） 
世帯数 １，５１０世帯（＋１） 
人 口 ５，０５０人（―８） 
男 ２，４３２人（―７） 
女 ２，６１８人（－１） 

 
こころの健康講演会 

 
東・西川口保育園にサンタが来ました 

 「 うつ病の正しい知識と対処法 

 ～うつのサインに気づく～ 」 

講師 新潟薬科大学臨床准教授 南雲 陽子氏 

 

○日時： 2月17日（木） 13：30～15：00 
○場所：川口支所 ３階会議室 

12 月 21 日(火曜

日)保育園にサンタ

クロースがやって

きました。プレゼン

トを手に園児は大

変喜んでいました。

（サンタは長谷川

支所長です。） 

 
介護予防教室のご案内 

西川口保育園でプレゼントを手に 

○場所： 末広荘 

○対象者：65歳以上の高齢者 

○内容：高齢者の転倒・骨折予防のための運動について

運動のできる服装でおいでください。 

次回は3月4日(川口公民館)にも開催します。 

【問合せ先】川口支所市民生活課 

保健係 電話0258－89－3112 

○日時： 2月25日(金) 9：30～11：00 

 

保健係 電話0258－89－3112 
【問合せ先】川口支所市民生活課 

 カウンセリングやストレスマネジメント講座を通じ

「いきいき人生」を応援する南雲陽子氏からお話をいた

だきます。 


