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できごと

実りの秋が満載

秋風に誘われて

10 月 10 日、みなと公園で、農と魚のフェスティバル in
寺泊が開催され１万７千人の来場者で賑わいました。
会場では、ステージイベントのほか、寺泊杜氏が作った
お酒の試飲、地元食材の料理コーナーや、秋の味覚がぎ
っしり詰まったテントに、大勢の人が舌鼓を打っていまし
た。また、新米を使ったもちつき大会や、農と魚の宝探しな
ど、子どもから大人まで、寺泊の秋を楽しんでいました。

９月 19 日、越後長岡ツーデーマーチ良寛ウオークが
開催され、県内外から約 600 人が参加しました。
野積の立岩をスタートし、西生寺、五合庵などを巡りま
した。参加者は、歩きながら海を見渡したり、緑に包まれ
たコースを楽しみ、さわやかな汗を流していました。ま
た、ゴール後に振舞われたアサリ汁に、参加者は「おい
しいね」と疲れを癒していました。

歴史ロマンを巡る

レンズがとらえたこの瞬間

10 月３日、第９回歴史ウオーキングが開催されました。
今回のコースとなった赤坂山城址の山道は、赤坂山奉
賛会の皆さんが、地域コミュニティー事業補助金の交付
を受けて整備を行った散策路。標柱や看板が立てられ、
赤坂山を登りきると、本丸跡からは海が眺められ、佐渡が
一望できます。
当日は、寺泊地球塾の能登さんが、歴史について説明
しながら、赤坂山城址のほか、愛宕神社境内に建つ遊
女初君の歌碑や、順動丸シャフト展示場を巡りました。

寺泊観光協会が主催する写真コンテストに、市内外の
写真愛好家 32 名から合計 69 点の応募が寄せられまし
た。四季折々の風景やイベント、人の表情などを撮った
作品の中から、審査の結果、大野和也さん（見附市）の
作品が最優秀賞に選ばれました。入賞作品は、10 月 20
日から新潟縣信用組合寺泊支店に展示されます。

↑審査の様子
←最優秀賞「海中ワイドスターマイン」
－１－
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菜の花畑、来春に向けて始動

ご長寿おめでとうございます

高内の菜の花畑で、大河津小学校の児童が、地域の
皆さんに教わりながら種まきを行いました。高内地区で
は、「菜種から油を絞って料理に使い、使った廃油はき
れいにして、農業機械の燃料に再利用し、菜の花を育て
る」という循環型で環境にやさしい取り組みを行っていま
す。
子どもたちが丁寧に植えた菜種。一面に花が咲く来年
の春が楽しみです。

９月 15 日に、新潟県と長岡市が、100 歳を迎えられ
た５名の方に、お祝い状と記念品を贈呈しました。
寺泊地域では、75 歳以上の方が2,085 名、うち、100
歳以上の方が 13 名いらっしゃいます。
いつまでも、お元気でお過ごしいただきたいと思い
ます。

↑特別養護老人ホーム桐原の郷にて

海から里へ、たすきをつなぎ
10 月 11 日、寺泊地域を巡る駅伝大会が開催されま
した。
今回は、19 チームが参加。沿道での声援を浴びな
がら、たすきをつなぎ健脚を競いました。

おしらせ

寺泊文化祭のご案内
○日時 11 月３日(水・祝) 午前９時～午後７時
11 月４日(木) 午前９時～午後１時
○会場 寺泊文化センター・寺泊センターおおこうづ
※ 開催内容の詳細については、別に配付したチラシ
をご覧ください。

寺泊文化祭に展示する個人作品を募集
・作品内容 書道、絵画、写真など
・展示会場 寺泊文化センター・寺泊センターおおこ
うづ
・申し込み 作品内容等（出品者住所・氏名・電話番
号・作品内容・題名・大きさ）を記載し
た用紙（様式は自由）を、寺泊支所２階
地域振興課教育支援係に 10 月 22 日(金)
まで提出してください。
・作品の搬入：11 月２日(火) 午後１時までに展示希
望の会場へ
・作品の搬出：11 月４日(木) 午後１時から５時まで
【問い合わせ】
地域振興課教育支援係 ☎７５－３１１１

優 勝：ジプシーソウル
第３位：ファイヤー寺泊
第５位：寺中バスケ部Ａ

準優勝：健走会Ａ
第４位：光風ランナーズ
第６位：ビクトリーＡ

寺泊芸能祭のご案内
○日時
《音楽・芸能》 11 月 21 日(日) 開演 午後２時～
《演劇》 11 月 28 日(日) 開演 午後２時 30 分～４時
○会場 寺泊文化センター 多目的ホール
※開催内容の詳細は、11 月初旬に
配付するチラシをご覧ください。
【問い合わせ】
地域振興課教育支援係 ☎７５－３１１１

－２－
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寺泊水族博物館 深海の巨大ダンゴムシ「オオグソクムシ」を展示
オオグソクムシは、水深 150～600ｍの深海に生息する、体長 10～15cm の節足動物。草むらにすむダンゴムシ
と同じ仲間で、手で捕まえるとダンゴムシと同じように丸まります。
気持ち悪そうでかわいいこの生物を、ぜひご覧ください。
展示場所 寺泊水族博物館 ３階
【問い合わせ】寺泊水族博物館 ☎７５－４９３６

まちの先生企画講座

家族の心のサインに気づ講話

いやしの楽器「ヘルマンハープ講座」

～みんなに伝えたい家庭円満なコツ～
家族間のコミュニケーションについて考える講
演会です。お気軽にお越しください。
日時：11 月５日(金) 午後１時 30 分～３時
会場：寺泊センターおおこうづ
講師：南雲陽子先生
(ヘルスカウンセリング学会公認講師)
申し込み：不要
【問い合わせ】
市民生活課保健係
☎７５－３１１３

インフルエンザ予防接種

初心者から楽しめるヘルマンハープ講座の参加申し
込みを受付中です。
日時＝10 月 22 日～11 月 19 日の毎週金曜日
午前 10 時～正午（計５回）
会場＝寺泊センターおおこうづ
講師＝竹内芳江さん
定員＝10 人（先着）
参加料＝2,000 円 持ち物＝筆記用具
【問い合わせ】
生涯学習相談室 ☎０２５８－３８－６５５２
（平日午前９時～午後４時）

～ 季節性と新型の両方に効果のあるワクチンを ～

10 月１日から、季節性と新型の両方に効果のある混合ワクチンの接種がだれでも受けられます。希望する人は、医療
機関にお問い合わせください。
期
間：平成 23 年３月 31 日まで
持ち物：保険証または母子手帳、（ある人は）健康手帳
接種料金：3,600 円（２回接種が必要な人で、同じ医療機関で接種する場合、２回目は 2,550 円）

★次の方は無料で接種できます

★高齢者は次の料金で接種できます

（１）生活保護世帯の人
直接医療機関をお訪ねください。申請は必要ありま
せん。
（２）市民税非課税世帯の人
接種前に申請が必要です。すでに接種費用を支払
った人はお問い合わせください。
申請時の持ち物：
①免許証や保険証など本人確認のできるもの
②印鑑
③平成 22 年１月２日以降に長岡市に転入した人は
平成 22 年１月１日の住所地の「平成 22 年度住民
税非課税証明書」
申請方法：平成 23 年３月 31 日までに市民生活課へ

料金：1,050 円（左記(１)、(２)に該当する人は無料）
対象：市内に住所があり、次のいずれかに該当する人
①（接種日の満年齢が）65 歳以上
②60 歳以上 65 歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器などに
重い病気のある人（それぞれ障害１級。医療機関に
障害者手帳を持参）
直接医療機関をお訪ねください。申請は必要ありません。

－３－

【問い合わせ】
市民生活課保健係

☎７５－３１１３
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おしらせ
ごみと資源物の分け方と出し方
保存版 再確認シリーズ④

● 秋の火災予防運動

●家電リサイクル法対象機器は、
市では収集処理できません
○ 対象機器
ブラウン管テレビ・液晶テレビ・プラズマテレビ、エアコン、
冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
○ 廃棄の方法
① ごみ収集運搬業許可業者や家電販売店に依頼
ごみと資源物の分け方と出し方保存版差込資料「ごみ
収集運搬業許可業者一覧表」の業者に連絡してくだ
さい。(リサイクル料金とは別に収集運搬料金が必要。)
② 指定引取場所へ持ち込む
最寄りの郵便局で家電リサイクル券を購入して（振込
み手数料が別途かかります）、その券を添えて持ち込
んでください。
※1 家電製造業者(東芝など)によってリサイクル料金が
異なる場合があります。リサイクル券の購入前に、廃
棄する製品の製造業者名を調べてください。
※2 指定引取り場所に持ち込む前に、引取り業者に連
絡してください。
※3 指定引取場所の製造業者指定(メーカー別)はなくな
りました。
（リサイクル料金、指定引取り業者や場所については、「ごみと
資源物の分け方と出し方 保存版」16 ページをご覧ください。）

●灯油の流出事故に注意！
毎年、冬期間に灯油の流出事故が多発します。油の流
出は大きな事故につながり、多額な処理費用の負担が生
ずる場合もあります。ホームタンクからの給油に注意して、
流出事故を防ぎましょう。
○ ホームタンクや配管の点検を行う。
○ ホームタンクから小分けをするときは、その場を絶対
に離れない。
○ 給油後は確実にコックを締める。
【問い合わせ】 市民生活課環境係 ☎７５－３１１３

太極拳体験教室
運動できる服装と靴で、お気軽にお越しください。
日時 11 月 10 日(水) 午後７時 30 分～９時
場所 寺泊文化センター 多目的ホール
※年齢不問・体験無料
主催 寺泊地区体育協会
主管 寺泊太極拳同好会
【問い合わせ】
☎７５－３３６５（菊地） ☎０２５６－９８－３４６２（小潟）
－４－

実施期間
11 月９日(火)～15 日(月)
全国統一防火標語
『 「消したかな」あなたを守る 合言葉 』
これから冬に向けて、暖房器具を使用する機会が
多くなります。火の取扱いには十分注意し、火事を出
さないようにしましょう。

● 火事・救急は１１９番へ
新しい消防本部庁舎が完成したことで、１１９番通報
すると瞬時に通報場所や住所・氏名が判明します。
救急車が必要なときは必ず「１１９番」をかけてくださ
い。
寺泊出張所に慌てて「救急をお願いします。」と電話
されると出動が遅れることがあります。
また、以下のような不適切な救急車の使用が多くな
っています。
・サイレンを鳴らして来ると恥ずかしいからと、自家用
車に傷病者を乗せて消防署に駆け込んでくる。
・救急車のほうが、早く診てもらえる。
・通院などのために救急車を呼ぶ。
救急車はタクシーではありません。大切な命を救うた
め、救急車の適切な利用にご協力ください。
【問い合わせ】
与板消防署 ☎０２５８－７２―２５７２
与板消防署寺泊出張所 ☎７５－２４７６

県道の供用を開始します
平成 13 年度から事業を進めていた県道夏戸寺泊
停車場線の道路改良区間の供用を開始します。
工事中はご不便、ご迷惑をおかけしましたが、ご理
解とご協力をいただきながら作業を進めることができま
した。誠にありがとうございました。
○供用開始区間：一般県道夏戸寺泊停車場線
長岡市寺泊夏戸～寺泊戸崎
○供用開始予定日：10 月 20 日(水) 午後から
【問い合わせ】
県長岡地域振興局 地域整備部道路課
☎０２５８-３８-２６３５
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【ツワブキ】
（聚感園）
史跡が数多く残る聚
感園から周辺のお寺に
通じるロマンス街道に
も、ツワブキが咲き乱
れ、見晴らしも良く、い
にしえの時代に思いを
馳せることができます。

魚の市場通りから一本内陸に入った通りの、聚感園のあた
りでは、ツワブキが自生し、10 月下旬に黄色い花が一斉に咲
き乱れます。寺泊のほか、出雲崎や柏崎、佐渡の海沿いに自
生しているほか、各地で栽培され親しまれている花です。

花をご覧になった感想をお寄せください
ご感想は、FAX または E メールで、寺泊支所地域振興課（寺泊地域委員会）までどうぞ。
FAX：７５－２２３８
E メール：tr-chiiki@city.nagaoka.lg.jp

図 書 館 か ら の お 知 ら せ
【イベントのお知らせ】
＊ミニ上映会＊
日時／10 月 16 日(土) 午前 11 時～11 時 30 分
場所／寺泊文化センター ２階 視聴覚室
対象／園児（保護者同伴）・小学生
お話の３本立て！ 申し込み不要です。

【10・11 月の休館日】
10 月 18 日(月)、25 日(月)、31 日(日)
11 月１日(月)、８日(月)、15 日(月)、22 日(月)、29 日(月)、
30 日(火)
＊～０才からの読み聞かせ～ えほんであそぼ＊
日時／11 月 19 日(金) 午前 10 時～10 時 30 分
場所／寺泊文化センター ２階 和室研修室

＊エコブックスフェア＊ リサイクル本を提供します
日時／11 月３日（水・祝）
場所／１階ロビー特設会場
（午前 11 時～正午まで、新聞で作るエコバック工
作会を開催します。）
※お願い
自宅に眠っている本や雑誌、コミックスなど図書館
にお持ちください。10 月 30 日(土)まで受け付けて
います。

自動車文庫

米百俵号の巡回日程

期日
10/27(水)

本山保育園

9:30～10:00

野積保育園

10:30～11:00

山ノ脇保育園 11:00～11:30

11/ 4(木)

ひかり保育園 10:40～11:40

11/18(木)
－５－

停車時間

10/28(木)

11/12(金)

【問い合わせ】 寺泊地域図書館 ☎７５－５１５９

場所

本山保育園

9:30～10:00

野積保育園

10:30～11:00

山ノ脇保育園 11:00～11:30
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秋の交通安全運動を実施しました

↑朝の街頭指導
（９月 21 日～30 日）

税金などの口座振替日
該当税目等
期別
１０月分の口座振替日は、
１１月１日(月)です。
市民税・県民税 ３ 期
振替日前日までに口座の 国民健康保険料 ４ 期
後期高齢者
残高をご確認ください。
７ 期
なお、再引き落としは行いま 医療保険料
せんので、ご注意ください。
介護保険料
７ 期
保 育 料 10 月分
市民生活課 ☎７５－３１１３

↑交通指導所設置
（９月 21 日）

これからの季節、夕暮れが早くなります。
・運転者は早めにライトを点灯しましょう。
・歩行者は、明るい服装で反射材を身につけましょう。

子どもたちの安全のために
子どもたちが安全に登下校できるよう、
地域みんなで見守りましょう。

寺泊地域の主な行事などの日程
月 日 曜

内 容
時 間
場
所
第 32 回寺泊シーサイドマラ 開会式 8:30 スタート
17 日
ソン大会
ｽﾀｰﾄ 9:00～ みなと公園駐車場
10
保育園開放日
9:00～10:30 本山保育園
20 水
困りごと無料相談
10:00～15:00 寺泊文化センター
３ 水・祝
9:00～19:00 寺泊文化センター
寺泊文化祭
４ 木
9:00～13:00 寺泊センターおおこうづ
家族の心のサインに気づ講
５ 金
13:30～15:00 寺泊センターおおこうづ
話
保育園開放日
9:00～10:30 寺泊保育園
９ 火
ポリオ予防接種
13:45～14:30 三島保健センター
11
11 木 ３歳児健診
13:00～13:45 三島保健センター
16

火

おやこスキンシップ遊び

10:00～11:00 寺泊センターおおこうづ

19
21
28

金
日
日

出前ウィルながおか相談室
寺泊芸能祭（音楽・芸能）
寺泊芸能祭（演劇）

13:30～15:30 寺泊センターおおこうづ
14:00～
寺泊文化センター
14:30～16:00 寺泊文化センター

その他

詳細→２ページ
詳細→３ページ
対象：①H22.3～4 月生
②H22.1～2 月生
対象：H19.6～7 月生
対象：乳児とお母さん、お
ばあちゃん

※保育園開放日……対象：入園前のお子さんと保護者（お住まいの地区の保育園でなくても参加できます）
問い合わせ：市民生活課福祉係 ☎７５－３１１３
※出前ウィルながおか相談室……家族や夫婦、生き方、からだのことなど、さまざまな悩みを、専門の女性相
談員がお聞きし、解決方法を一緒に考えます。
（相談無料・秘密厳守）
当日は面接相談のほかに電話での相談も受けます。☎０９０－４０６４－６０１７
問い合わせ：NPO 法人女のスペース・ながおか ☎０２５８－３８－０４５６ (月・水・金のみ)

◎交通事故発生状況 （与板警察署調べ）
世帯数

総 数

男

女

3,577

11,105

5,362

5,743

（－5）

（－25）

（－8）

（－17）

※（ ）内は前月比

与板警察署管内（ H 2 2 . 1 . 1 ～ ９ . 3 0 ）
発 生 件 数
死 者 数
負 傷 者 数
22 年 21 年 増減 22 年 21 年 増減 22 年 21 年 増減
47
66 －19
0
1
－1
71
85 －14
（13） （25） （－12） （0） （1） （－1） （22） （37） （－15）
※下段（ ）は寺泊地域の数字
－６－

