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きらりファーム収穫祭
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コロナワクチン通信 No.５

パラリンピック聖火の採火式

救急医療は限りある資源です

小木之城保育園で夏祭り

秋の全町一斉クリーン作戦

夏休み子供料理教室

２０２１

＃.556

月号

普段食べている野菜がどのようにできるのか、色や形の違い、重さなどを体験。収穫の喜びを味わいました。

収穫した野菜でクッキング！

きらりファーム収穫祭
７月31日㈯に多世代交流館きらりの畑、きらりファームで「子育て菜エン
ス」で育てた野菜の収穫祭が行われました。４月に植えたトマトやピーマン、
ナス、カボチャなどが立派に実った姿に子どもたちは大喜び。慎重な手つきで
枝から切り離すと嬉しそうにボウルに入れて、収穫を楽しみました。収穫後に
は、東京2020オリンピックの年に立てた、きらりファームの新しいモニュメン
ト「きらりんピックトーチベル」と一緒にみんなで記念撮影をしました。

子育て菜エンス
野菜作りから料理して食
べるところまでを体験する

ランチは夏野菜カレーとカボチャのポタージュ
記念撮影後は中央公民館の調理室へ野菜を運び、料理にチャレンジ。収穫した野菜
を使った夏野菜カレーです。野菜を食べやすい大きさにカットして鍋の中へ。いつも
作ってもらっている料理を、今日は参加者みんなで協力して作りました。野菜の旨味
がたっぷり詰まった夏野菜カレーは、子どもも大人もおかわりしてしまうほどのおい
しさ。カボチャのポタージュスープも好評で、ステキな夏の思い出ができました。
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ことで、地産地消と子ども
たちの食育につなげる取り
組みです。
４月に畑の畝 づくりや苗
の定植などを体験して、収
穫のときを心待ちにしてい
ました。
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県内全域に特別警報が発令されています
感染拡大を防ぐために

町が予定している新型コロナワクチン集団接種

道府県との往来は特に控えましょう。

の日程は、９月18日㈯が最終日となります。

・その他都道府県との往来でも、飲み会や接待を伴う飲食は控
え、帰県後も慎重な行動をお願いします。

飲食を伴う会合は控えてください
・他県の方など、普段顔を合わせない方との飲み会は行わないで

マスクの着用・手洗いなど基本的な感染
対策は継続して実施しましょう。

ください。

公共施設の利用制限・休館を実施中です
●利用制限を実施している施設

●休館している施設

・中央公民館

・北国街道妻入り会館

・町民体育館（その他体育施設を含む）

・歴史や五郎兵衛

・多世代交流館きらり

・出雲崎寄港地の町家

・西越地区農村環境改善センター
・八手地区農村環境改善センター

期間

方も個別接種を実施することを検討しています。

2293）へご相談ください。

新型コロナワクチンの接種状況
新潟県全体 （8/30現在）
65歳以上（72万人）

12〜64歳（132万人）

1回目

91.5%（65.9万人）

44.5%（58.8万人）

2回目

90.0%（64.8万人）

28.0%（36.9万人）

※接種対象者数は令和2年1月1日住民基本台帳から推計

出雲崎町 （9/1現在）
65歳以上（1,851人）

12〜64歳（2,110人）
75.3%（1,589人）

2回目

89.2%（1,652人）

55.1%（1,163人）

期間

９月16日㈭まで

報は町ホームページをご覧ください。

●ワクチン接種は強制ではありません

新型コロナウイルスは誰がかかってもおか

新型コロナワクチンは、体質や持病などの

しくない病気です。誰もが安心して治療を

理由で接種できない人もいます。接種の強要

受け、社会に戻ることができるように、感染

や学校・職場での不利益な取り扱いなど、ワ

した方やその家族、医療従事者への差別、偏

クチン接種に関する不当な差別はやめ、冷静

見、いじめは絶対に行わないでください。

な行動に努めましょう。

2021（令和3年）.9.6

れる方は、９月15日㈬までに保健福祉課（☎78-

91.7%（1,698人）

期間は変更する場合があります。最新の情

いずもざき

時に、集団接種で都合が合わず接種できなかった

1回目

町内在住者のみ利用可

広報

新型コロナワクチン未接種の方で接種を希望さ

※新型コロナウイルス感染症の状況により、

人権に配慮した行動をお願いします
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10月以降は、今年度中に12歳に到達する方と同

９月16日㈭まで

内容

●STOP！ コロナ差別

No.５

●集団接種終了後に接種を希望する方へ

・緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置が適用されている都

・ふれあいの里

コロナワクチン通信
保健福祉課からのお知らせ

県をまたぐ往来は極力控えてください

・海岸公民館

新型コロナワクチンに関する情報をお知らせ

※接種対象者数は令和3年4月1日現在住民基本台帳による

町内集団接種は予定通り完了の見込み
県内の全市町村において、65歳以上への２回目の新型コロナワ
クチン接種率は85％を超えています。また、出雲崎町の64歳以下
への接種率は県平均を大きく上回っています。

地元企業製品が活躍
接種会場で使用している間仕切りや机
は吉沢工業株式会社（小木）の段ボール
製品を利用しています。
災害時の物資供給協定を町と締結し、
災害時に役立つ製品の開発に「出雲崎町
ふるさと逸品開発等支援助成金」を活用
しました。

町の接種体制・接種予約についてのお問い合わせ
● 出雲崎町役場保健福祉課 保険健康係（☎0258-78-2293）平日：8:30〜17:15
ワクチンの安全性や副反応などに関する相談窓口
● 新潟県新型コロナワクチン医療健康相談センター（☎025-385-7762）毎日：8:30〜18:00

2021（令和3年）.9.6
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きらっときらり子育てフォーラム
「子は宝」多世代交流館

等身大で子育てしよ
〜100点満点にならないでいい！〜
お笑い芸人

くわばた りえ

11月７日㈰ 13:30〜14:30
きらりトークタイム 14:30〜15:00

（参加者みんなで子育て交流会）

氏

【プロフィール】
ラ」としてデビュー。2009年に結婚、二男一女のマ

・多世代交流館きらり（会場参加は町内限定）

マ。子育ての苦労や悩みなどを綴ったブログ「くわば
くの共感を集めている。

その他

申込み

・当日はマスクを着用してご来場ください。

・きらりのSNS、ホームページ、

・発熱や風邪症状のある場合は、参加をご遠慮く

・Zoom視聴締切

ＭＯＮ

ＴＵE

ＷＥＤ

ＴＨＵ

ＦＲＩ

ＳＡＴ

９月５日

６

７

８

９

１０
きらりクック

１１

きらりｈａｎｄ
10:00～11:30

申込みフォーム

10:00～11:30

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

よらん場
10:00～12:00

おとな園
10:00～11:30

はありませんが、プレイルームを開設します。

２７

２８

２９

３０

１０月１日

２

よらん場
10:00～12:00

乳幼児健診・
歯科健診（ＰＭ）

２６

きらりこどもお仕事交流館

11月23日（火・祝）8:15〜12:00

主な活動について
９月 6 日㈪

持ち物

・「子は宝」多世代交流館きらり

・内履き

定員

体験できる職業（40分ずつ・４つ体験）

・40名（要事前申込み）

・ウェディングプランナー

申込み

・エステティシャン

・９月30日㈭までに申込書をきらりに直接持参、

・バスケットボール選手

よらん場
10:00～12:00

今月のきらり写真館
月齢が近い2人。まだ

※９月23日㈭が延期となりました。
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（きらりファーム
とれたてメニュー）

１３

はろー★おしごと

会場

よらん場
10:00～12:00

１２

・お子さんと一緒に聞けるフォーラムです。託児

9月30日㈭
10月29日㈮

ＳＵＮ

ださい。

電話からお申し込みください。

きらり公式
ホームページにも
遊びに来てね☆

たりえのやせる思い」は子育てに悩むママたちから多

・50名（先着順）

・来場希望締切

きらり

開館時間 平日 ８：３０～１７：１５
休日１０：００～１６：００

今月の予定

会場

会場定員

☎８６－５５８０ ＦＡＸ８６－６４６６

～みんな寄らんば
みんなのきらり～

大阪府出身。2000年にお笑いコンビ「クワバタオハ

※「Zoom」は町内外問わず視聴できます。

〒949－4342 町内大字米田395番地

９月１０日㈮

９月２２日㈬

きらりｈａｎｄ 10:00 ～ 12:00
担当 ： 磯野
内容 ： スポンジボール ・ 簡単お手玉作り

まだ一緒に遊ぶよりも、

きらりクック 10:00 ～ 11:30
担当 ： 菅原 管理栄養士
メニュー ： きらりファームとれたてメニュー

ているおもちゃを取ったり取られたりしながら、時

おとな園
10:00 ～ 11:30
担当 ： 磯野
内容 ： 簡単おしゃれ！ フォトガーランド作り

好きなおもちゃで1人遊
びを楽しむ時期です。
この日もお互いが持っ
折顔を見合わせ、じっと覗き込み、また遊びだす。
背中が合わさっていることは気付いていないほど集
中していました。
パパママカレッジでは、子ど
もの頃に多様な動きを体験し身
につけることで、将来の体力貯

またはきらりホームページのお問い合わせペー

・新聞記者

ジからお申込みください。

・ジムトレーナー

らだあそびの方法を教わりまし

参加費

・ＤＪ

た。参加者は手足の動きを真似

・100円（こども１人分）

・調理師
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金になることを学び、実際にか

て体験しました。
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救急医療は
限りある資源です

食生活改善推進員がおすすめレシピを紹介

いずもざき健康レシピ

しょうが

きゅうりとかんぴょうの生姜炒め

問

バランス良く食べて、町民のみなさんに健康な生活を送っ

９月９日は「救急の日」です

ていただくために、町の食生活改善推進員が地元食材を使っ

救急医療や救急業務に対する正しい理解と認識

たレシピを紹介します。ぜひお試しください。

1人分：エネルギー 約100kcal 食塩相当量 1.0g

《作り方》

・きゅうり……………………………2~3本

① きゅうりは厚さ5mmの斜め切りにし、塩小さじ１をふっ

・塩…………………………………小さじ1

て水気が出るまで置く。さっと洗って塩気を落とし、水

・ 塩 …………………………………… 適 量

気を絞る。
② かんぴょうは水で洗い、塩を振って軽くもみ、洗って塩を
落とす。熱湯でやわらかくなるまで茹で、水気を切って

・豚もも肉薄切り……………………100g
・しょうゆ…………………………小さじ2
・酒…………………………………小さじ1

Ａ

4~５㎝の長さに切る。
③ 豚肉は一口大に切り、しょうゆと酒で下味を付け、片栗粉
をまぶす。生姜は皮をむいて千切りにする。

・片栗粉……………………………小さじ1

④ フライパンにサラダ油を熱し、豚肉を炒める。火が通った

・生姜………………………………大1かけ

らきゅうり、かんぴょうを加え、手早く炒め合わせる。

・サラダ油………………………大さじ1~2

⑤ Ａを加え全体に味をからめ、最後に生姜を加える。

・しょうゆ、酢…………………各大さじ1

★ポイント★
きゅうりの食感を残したいときは、少し厚めに切りましょ

・ コ シ ョ ウ …………………………… 少 々

う。なすやにんじんなどを加えてもおいしく食べられます。

出雲崎分遣所には12名の消防職員が勤務しています。

を深め、救急救命の大切さを多くの人に知っても
らうため、毎年９月９日を「救急の日」とし、こ

《材料》４人分

・かんぴょう……………………………30g

総務課 庶務防災係（☎78-2290）

の日を含む１週間（９月５日〜11日）を「救急医
療週間」としています。

救急車は適正に利用しましょう
救急出場件数は全国的に増加傾向にあります。
救急車や救急医療は限りある資源です。救える命
を確実に救うため、救急車の適正な利用をお願い

緊急通報は119番へ
救急や火災などの通報の際は「119番」に電話

します。
●次の場合はためらわず救急車を呼んでください

してください。柏崎市消防本部の通信指令室につ

・意識がない、もうろうとしている

ながり、迅速に出場することができます。

・けいれんが止まらない

●119番にかけた場合

・突然の高熱、激痛など

・通信指令室の位置情報通知システムにより通報

・大量の出血を伴う外傷、交通事故など

場所を知ることができる。
・管内の出場可能な救急車などをすぐ出場させる
ことができる。

夜間に救急車を呼ぶか迷ったときは
夜間の急な病気やけがで救急車を呼ぶべきか
迷ったときは、救急医療電話相談（☎#7119）ま

●分遣所に直接かけた場合

たは小児救急医療相談（☎#8000）にご相談くだ

・出場場所の特定に時間がかかる場合がある。

さい。詳細は21ページをご覧ください。

・業務運行中または災害に出場している場合、不
在となり電話がつながらない可能性がある。

女性のための電話と面接相談会
問 女のスペース・ながおか（☎38-0456）

保健福祉課 福祉係（☎78-2293）
夫婦のこと、家族のこと、ひとりで悩んでいま
せんか？

専門の相談員があなたと一緒に考えま

●面接相談（要予約）

問

相談日時
相談日
９月 ８日㈬
10月13日㈬

時間
13:30〜16:30

柏崎市消防本部予防課（☎0257-24-1382）

第３回・第４回を開催
柏崎消防本部では、防火管理者の資格を取得

3,500円（テキスト代）

受講料

※講習初日にお支払いください。

相談会場

するための講習を行います。

申し込み

・中央公民館茶室

日時

・９月27日㈪午前８時30分から柏崎市ホーム

●電話相談

相談員

・第3回：10月21日㈭〜22日㈮

ページ電子申請で申し込めます（10月８日㈮

相談電話番号

・NPO法人 女のスペースながおか

・第4回：10月28日㈭〜29日㈮

締切）。

・☎38-0456（平日：10:00〜16:00）

その他

会場

柏崎市消防本部

※水曜日のみ19:30まで延長

・費用は無料です。秘密は固く守られます。

定員

各回30人（先着）

す。まずはお電話ください。
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※電子申請を利用できない方は、電話で直接お
問い合わせください。
2021（令和3年）.9.6

いずもざき

広報

8

秋の全町一斉クリーン作戦
問 町民課 町民係（☎78-2294）

問

地域の力で住み良いまちを目指して

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入

ため、全町一斉クリーン作戦を実施します。
大勢の皆様のご参加、ご協力をお願いします。
その他

・９月26日㈰

※小雨決行

午前７時30分ごろから１〜２時間程度
※開始時間は目安になりますので、地域で相談し
てください。
※悪天候の場合は、10月３日㈰の同時間に延期
し、その日も天候が悪い場合は中止します。
※延期および中止の場合は、当日午前６時30分に
防災行政無線でお知らせします。

給付金専用ダイヤル（☎0570-05-4092）ナビダイヤル

年金担当者からのお知らせ

快適な生活ときれいで住み良い環境を保全する

実施日時

年金生活者支援給付金制度

・軍手やゴム手袋などは各自でご用意ください。
・ご家庭から出たごみは絶対に出さないでくださ
い。

環境美化袋が新しくなります
温室効果ガスの削減と環境意識の向上のため、
非食用米を活用したバイオマスプラスチック ※で

厚生労働省特設サイト▶

請求手続き

やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者

①新たに給付金を受け取ることができる方

の生活を支援するために、年金に上乗せして支給

・対象となる方には日本年金機構からお知らせ

されるものです。

が送付されます。同封のはがき（年金生活者支

受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内

援給付金請求書）に記入してご提出ください。

や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が

令和４年１月４日までに請求手続きを完了する

実施します。

と、令和３年10月からさかのぼって受け取るこ
とができます。

対象

②これから年金を受給し始める方

●老齢基礎年金を受給している方

・年金の請求手続きと併せて年金事務所または市

次の要件をすべて満たす必要があります。

区町村で請求手続きをしてください。

できた環境美化袋に変更します。

・65歳以上である

詐欺にご注意ください

※主に生物由来の資源（サトウキビやお米など）

・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている

・ 日本年金機構や厚生労働省から電話で、家族構

内容

を原料の一部として活用したプラスチックのこ

・集落内の道路、公園、集会場周辺のごみ拾いな

と。植物が育つ過程で大気中の二酸化炭素を吸

どを行ってください。具体的な活動内容は行政

収しているため、温室効果ガス排出量削減につ

区長の指示に従って実施してください。

ながり、地球温暖化対策に寄与します。

・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以

成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞き出し

下である

たり、手数料などの金銭を求めることはありま

●障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
次の要件を満たす必要があります。

せん。
・年金生活者支援給付金のご請求でお困りになっ

・前年の所得額が約472万円以下である

9/20〜9/26は動物愛護週間です
問

新潟県動物愛護センター（☎0258-21-5501）

第２・４土曜は休日窓口を開設

毎年９月20日〜26日は、動物の愛護と適正な飼

平日の開庁時間内（8:30〜17:15）にマイナン

養についての理解と関心を深めることを目的とし

バーカードの受け取りや申請ができない方のため

た動物愛護週間です。飼い主には最後まで適正に
ペットを飼う責任があります。動物愛護週間を通

購入、または譲り受けた場合は所有者情報の変更

じて、動物への愛護の気持ちを育みましょう。

登録が義務付けられます。
マイクロチップには識別番号が記録されてい

11

て、動物の皮下に埋め込むことで、迷子や災害時

動物愛護管理法の改正により、令和４年６月か

に首輪がなくてもすぐに飼い主を確認することが

ら犬猫等販売業者はマイクロチップの装着、情報

できます。装着はお近くの動物病院で行えます。

登録が義務化されます。販売業者以外の装着は努

万一の事態から大切なペットを守るため、マイ

力義務ですが、マイクロチップを装着した犬猫を

いずもざき
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マイナンバーカードをつくりましょう
問 町民課 町民係（☎78-2294）

人も動物も幸せに暮らせる社会を

犬猫へのマイクロチップ装着などが義務化

たときは、専用ダイヤルまでお電話ください。

クロチップを装着しましょう。

月

開設日

９月

11日㈯・25日㈯

10月

９日㈯・23日㈯

開設時間
9:00〜12:00

所 役場町民課窓口（正面玄関から入れます）

に、第２・４土曜日に休日窓口を開設していま

場

す。ぜひご利用ください。

持ち物
【受け取る方】町からの交付案内に記載

マイナポイントの対象期間が12月末まで延長
最大5,000円分のポイントがもらえるマイナポ
イント制度の対象期間が令和３年12月末まで延長
されました。令和３年４月末までにマイナンバー
カードを申請した方が対象となります。

【申請する方】
①個人番号カード交付申請書
②本人確認書類（運転免許証など）
③通知カード
④住民基本台帳カード（お持ちの方）

2021（令和3年）.9.6

いずもざき 10

広報

されている議会はどなたでも傍聴できます。議会

９月16日㈭の一般質問は、午前９時30分より

見ることができ、町政を身近に感じることができ

また、次の施設に設置しているテレビでも視聴す
感染症対策のため、次の点にご協力ください。

・傍聴できる人数を13名までに制限しています。

・ホッと情報館陽だまり

議会ホームページ

・中央公民館

工事のため越後線が運休します
問 議会事務局（☎78-3112）

上り

吉田駅

12：32 発

出雲崎駅

13：06 発

柏崎駅

13：41 着

じたのでした。 私 にいのちは
儚く、無常であることに気づ
かせてくれたのは、 そんな町
中 で咲 いていた大 きな桃 李 の
花でした。

13：22 着

解 説

吉田駅

読み下し文

あ

12：44 発

とき とう り はな しん し

で

出雲崎駅

じょう ちゅう に が つ

・海岸公民館
・マスクの着用と手指消毒をお願いします。

たのだろう。
諸行無常とは「形有るもの
は常 に移 ろいゆく」 ものであ
る。 諸 法 無 我 とは「 形 あ る
も のはす べて因 縁 によって過
ぎ去 る」 ものであるというこ
と。 いず れも、 世 の移 ろ い、
人 間 の思 いを超 えた「 無 常 」
の絶 対 性 を説 いている。 そし
て「 無 常 」 を 感 覚 す る 場 面

12：11 発

て

柏崎駅

かんかく

下り

えだ

11：53 着

たか

吉田駅

城 中 二 月 の時 桃 李 花 参 差

11：20 発

はら

出雲崎駅

じん い

10：46 発

ひく

柏崎駅

ひょう ひょう と

下り

い っせき きょう ふう おこ

運休対象

たり 高き枝は 館閣を照らし

・役場２階会議室
をご遠慮ください。

に出 遇 った時、 人 は「 自 らの
いのちもまた儚 いもの」 であ
ると自覚するのである。何気
なく見過ごしてしまう出来事
が、実は大切なことを気づか
せてくれる。だからこそ、良
寛は町中での桃李の花との出
遇いが愛おしく、美しく、尊
いと感じたのだろう。
これまで七月号から三か月
にわたり紹介してきた良寛遺
墨 漢 詩 三 作 品 は「 出 家 と修
行 」、「 帰 郷 と定 住 」、 それら
のことすべて「諸行無常 ・諸
法無我」の中にあるという三
部 構 成 となっている。 当 幅 は
展覧会のメインを飾る大幅で
はないが、 良 寛 が自 らの半 生
を省み、その思いを込めた良
寛らしい、深い作品といえる。
良寛記念館 館長

※11月３日㈬は除く

卑き枝は人衣を払う

運休日時

な

りません。

でい

運休にご注意ください。運休による代行輸送はあ

一 夕 狂 風 起 り 飄 飄 飛 んで

間集中工事が行われます。工事期間中は、列車の

いずもざき 12
広報

このコーナーでは︑良寛記念館に所蔵されて

「インターネット議会中継」よりご覧ください。
傍聴する際のお願い

泥と為る

当 作 品 の「 城 中 」 につい
て、 どこの町 中 かの記 録 はな
い。ただ、良寛が「桃李の花」
う がん お
を 詠 む場 合、 僚 友 の有 願 和
しょう
尚を訪ねる時の中ノ口川沿い
の道 中 の場 面 が多 い。 そのこ
とから、 ここでいう「 城 中 」
とは、中ノ口川が流れる燕市
か三条市の町中と思われる。
古 典 において「 桃 李 」 は、
血色のよい生き生きとした顔
色や姿の表現として用いられ
る。 そ し て、 そ の桃 李 と 対
比することで、世の移り変わ
りやいのちの儚 さが表 現 され
つれ づれぐさ
る。例えば、徒然草では「桃
李もの言わねば、誰とともに
か昔を語らん」や、またお手
紙( 浄 土 真 宗 の法 語 ) でも
「桃李のよそおいをうしないぬ
るときは、六親眷属あつまり
てなげきかなしめども、 更 に
その甲 斐 あるべからず」 など
があ る。 良 寛 も 桃 李 の花 を
用いて仏教の「諸行無常 ・諸
法 無 我 」 を 説 かんと意 図 し

越後線柏崎駅〜吉田駅間で列車の運休を伴う昼

いる良寛の作品をご紹介します︒

YouTubeで生配信します。町議会ホームページの

ます。

意訳

問 JR東日本お問い合わせセンター（☎050-2016-1600）

良寛をたどる。

します。皆様の生活に直結した重要な問題が審議

2021（令和3年）.9.6
2021（令和3年）.9.6

いずもざき
広報
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インターネット議会中継
や議員がどのような活動をしているかを目の前で

終着駅
出雲崎駅
始発駅
区分

ることができます。
・発熱（37.5℃以上）や風邪症状のある方は傍聴

原文

９月定例会を９月14日㈫〜22日㈬の日程で開催

城中二月時桃李花参差高枝照
館閣卑枝払人衣一夕狂風起飄
飄飛為泥

９月定例会のお知らせ

二 月( 現 在 の四 月 頃 ) の
町中でのことでした。町中で
は桃李の花が一面に咲き乱れ
ていました。 その桃 李 の木 は
大変大きな木で、高い枝は仏
閣の屋根より高く、低い枝は
道 行 く人 の袖 くらいでした。
それほど大きな桃李の木に桃
色、 白 色 の花 が咲 いていたの
です。それは本当に見事でし
た。 しかし、 そ の日 の夕 方、
突 風 が吹 き、 そ の見 事 な 桃
李の花を吹き飛ばしたのでし
た。 花 びらは宙 に舞 いひらひ
らと地面に落ち、泥と一緒に
なったのでした。 私 はその有
様を見て、いのちの無常を感

昼間集中工事の実施に伴う運休

良 寛 遺 墨 漢 詩 三 詩 の 内 『城 中 二 月 時 』 部 分

町議会を傍聴しませんか

・10月12日㈫〜11月19日㈮の火〜金曜日（23日間）

地域おこし協力隊通信

いずもざきLIFE！
「蔵と書」の
活動・イベント情報は
Instagramをチェック！
さか ぐ ち ゆ う すけ

坂口 雄介 隊員
い し さか ゆ う

石坂 優 隊員

◎ 夕日で１日を振り返る
この夏、研究活動のため新潟市や村上市、柏崎

からやってるよ」「それはいつも考えてるよ」という

市、上越市とさまざまな地域に出向きました．そのた

風に感じたかと思います。私の狙いは、“新しい知

びに夕日を眺めましたが、やはり出雲崎町で眺め

識を教える時間”ではなく、皆さんが普段からやっ

る夕日が一番大きく、綺麗で、パワーがもらえる感

ている健康維持・増進に向けた取り組みの効果が

じがします。夕方になったら外に出て、夕日を眺め

科学的に証明されているということを“一緒に確認

ながら１日を振り返る時間がとても大好きです。

する時間”にすることです。

転倒予防教室や茶の間、生きがいデイサービス

そういった時間の中で健康や運動について一緒

などの場をお借りして体操指導や健康講話をして

に考え、一緒に実践して、一緒に健康を維持・増進

います。おそらく私の話を聞いた方は「それは普段

していきたいと思っています。

◎ わたしなりの「町と関わる人を増やす」挑戦
蔵と書を定期的にオープンし始めて半年以上が

分よりずっと長く新潟県に住んでいる方々が出雲

経ちました。来てくださった方からいただくたくさん

崎を知り訪れるキッカケとなっていることがなんとも

の声の中で、とても嬉しい言葉のひとつが「蔵と書

不思議な気持ちです。暗闇の中を手探りでかき分

を知って初めて出雲崎を訪れました！」という類のも

け進むような日々の中、こういった言葉の灯りを道

の。１年半前まで縁もゆかりもなかったわたしが、自

標に一歩ずつ歩みを進めていきたいと思います。

暗闇の中でもがいている人におすすめの本
「１からはじめる」 松浦弥太郎/講談社

転倒予防教室で体力測定会

★「蔵と書」９月のオープン日程
9/9 ㈭ ・9/12 ㈰・9/25㈯ 10:30～16:00

新型コロナウイルス感染症の状況
により中止となる場合がありま
す。最新の情報は蔵と書Instagram
や町公式SNSでご確認ください。

お ばた

ほ

の

か

小畑 穂乃花 隊員
◎ 実りの夏
８月18日㈬に川西公会堂で行われた転倒予防教室に、地域
おこし協力隊の坂口さんをはじめとした新潟大学の学生が参加
して、体力測定を実施しました。合図に合わせて立ち上がった
り、その場で足踏みをすることで、バランスや重心の変化など
から運動機能を測定することができます。
今後も継続して測定を行い、結果を分析することでより効果
的な健康維持・増進のための取り組みにつなげていきます。

暑かった夏も終わりに近づいてきました。北にあ

行われました。参加してくれた子供たちと一緒に野

るから新潟県の夏は涼しいに決まっている！ という

菜を収穫し、夏野菜カレーを作って食べるというも

私の固定概念も覆され、なんとか乗り切れたという

の。みんなでとって作って食べる、これだけでもいつ

感覚です。

も以上においしくたくさん食べられる気がします。来

ここ出雲崎町にきて３か月がたちました。来たば
かりのころ最初にお願いされたのが、多世代交流
館きらりにある小さな農園のお手伝いでした。ミニ
トマトやナス、カボチャなどなど少量多品目の野菜

15
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を栽培しています。そのきらりファームにて収穫祭が

年はもっと皆様がかかわりを持てる農園にしていく
ために計画を立てていきたいと考えています。
次はいよいよ新米の季節！！ 楽しみで仕方があ
りません。
2021（令和3年）.9.6
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ま ち の で き ご と

記者は見た
IZUMOZAKI TOWN NEWS

敬老会を中止します
保健福祉課 福祉係（☎78-2293）

問

９月20日㈪に町民体育館で開催を予定していた
令和３年度敬老会は、県内での新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大を受け、一堂に会して式典を
行うことは困難な状況にあると判断し、中止いた
します。感染拡大防止のため、皆様のご理解をお
願いいたします。

会計年度任用職員を募集します
問

職種

公民館管理人
（海岸公民館）

で東京2020パラリンピックの採火式が行われました。利用者の方が協力し
て、木の棒と板をこすり合わせて火をおこしました。採火した火をろうそく
に移し、手渡しによるキャンドルリレーのセレモニーを行った後、ランタン
で新潟市に運びました。新潟市で県内全市町村の火を集めた新潟県の聖火と
なって東京に向かい、20日㈮には全国の聖火を統合した東京2020パラリン
ピックの聖火として聖火台にともされました。

８月５日㈭に屋内ゲートボール場で「世代間

2021（令和3年）.9.6

1人

勤務時間
2名による交代勤務
①月・水・金曜
時給 895円
17:00〜20:00（3時間）
（通勤手当あり）
②土・日曜
8:30〜17:00（7.5時間）

主な業務
受付・施設管理
※必要な資格なし

特定計量器（はかり）の定期検査
問

産業観光課 商工観光係（☎78-2291）

２年に１回の検査を受けましょう
商店などを営んでいる方が使用する「はかり」

ゲートボールで世代間交流

いずもざき

令和3年10月1日
〜令和4年3月31日

賃金

※詳細は町ホームページまたは電話で担当係までご連絡ください。

８月16日㈪に障害福祉サービス事業所ふれ愛サポートセンターいずもざき

広報

人数

応募申込書に写真を貼付して出雲崎町教育委員会教育課社会教育係にご提出ください。
受付期限：９月17日㈮必着 ※試験日程は申込みのあった方に通知します

パラリンピック聖火の採火式

17

任用期間

教育課 社会教育係（☎78-2250）

受検対象者

の定期検査が実施されます。計量法により、取引

・宅配便取次店、小売業、一般食料品販売店など

または証明に使用するはかりは２年に１回行われ

検査の対象となるはかりの例

る定期検査を受ける必要があります。

・商店などで商品の売買に使用するはかり

受検対象者には県計量協会から案内はがきが届

・病院や学校で健康診断などに使用する体重計

きますので、忘れずに受検してください。

・貨物運賃の算出に使用するはかり

交流ゲートボール大会」が行われました。これ

受検日時・会場

・農業や漁業で生産物の売買・出荷のために使用

はゲートボールを通じて世代間の理解を深める

●西越地区

ことを目的に、民生・児童委員とゲートボール

・９月27日㈪

協会が開催したものです。参加した小学生は苦

●海岸地区

戦しながらもボールがゲートをくぐると嬉しそ

・９月28日㈫

うに笑顔を見せていました。

※両日とも10:00〜11:30／13:00〜15:00

するはかり（出荷時に農協などが再計量する場
出雲崎町役場裏車庫

合は除く）
・工場や事業所が原材料の購入、製品の販売・出

海岸公民館１階ロビー

荷のために使用するはかり
・納品検収用に使用するはかり
2021（令和3年）.9.6
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ま ち の で き ご と

記者は見た
IZUMOZAKI TOWN NEWS

天体観測で夏の思い出を
８月４日㈬に中央公民館で長岡地域理科教
育センターによる天体観測会が行われ、参加
者は惑星や夏の星座を天体望遠鏡で観察しま
した。上空400kmを周回する国際宇宙ステー
ションが肉眼で見えると、子どもたちは嬉し
そうにその軌跡を指で追っていました。

小之城保育園で夏祭り
絵画を町に寄贈

８月12日㈭に小木之城保育園で夏祭りが行われました。園内では、おもちゃ
すくいや輪投げなどのコーナーがあり、スタンプラリー形式で全部回ると景品

８月17日㈫に長岡市在住の画家、木村保夫さんか

がもらえました。縁日ごっこをした後は、手作りのおばけ神輿を担いで運動場

ら町に絵画が寄贈されました。木村さんは長年出雲

を練り歩きました。この神輿は、コロナ禍のため中止となった夕涼み慰霊祭で

崎町にアトリエを構えられ、その縁がきっかけとな

のおばけ屋敷を楽しみにしていた子どもたちが考えてデザインしました。友だ

り、今回の寄贈につながりました。イタリア、アッ

ちと一緒に過ごす手作りの夏祭りは、楽しい夏の思い出となりました。

シジの丘で見た風景を描いた作品「山頂の対話」
は、中央公民館２階に展示しています。

地域の未来を考える
８月19日㈭に新潟日報社主催の提言フォーラ
ム「10年後、さらに輝く地域へ」が柏崎市産業
文化会館で開催され、柏崎市、出雲崎町、刈羽
村の住民代表が話し合って作成した10年後に向
けた提言を発表しました。首長とのパネルディ
スカッションでは、木工家具などの工房を営む
和田典士さんが登壇し、新しい働き方の推進な
ど地域活性化に向けた意見交換を行いました。

やすらぎの里で夏祭り大会
８月19日㈭に特別養護老人ホームやすらぎの里で
夏祭り大会が開催されました。ちょうちんやバルーン
で飾りつけられた園内を神輿が練り歩くと、利用者や

19

夏休み子供料理教室

職員による威勢の良い掛け声や鈴の音が響き、お祭り

８月19日㈭に海岸公民館で婦人会による夏休み子供料理教室

ムードを盛り上げました。午後からは、射的やくじ引

が行われました。ハンバーグにポテトサラダ、おにぎりを協力

きの屋台が登場。景品を嬉しそうに選ぶ姿が見られ、

して作ってお弁当にしました。感染防止のため、家に持ち帰り

楽しい一日を過ごしました。

となりましたが、きっと特別な味がしたことでしょう。

いずもざき
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お 知らせ

急患診療のご案内
◇内科 ・ 小児科 ・ 外科 ・ 歯科
【長岡市幸町 2 － 1 － 1 さいわいプラザ内】
診療科目

内

受付時間
月〜金曜
（祝日除く）
18：45〜21：30

科

小児科
外 科

休日急患歯科診療所
（☎３３−９６４４）

日曜・祝日
９：00〜11：30
13：00〜15：30

小児科

月〜土曜
（祝日除く）
18：45〜21：30

中越こども急患センター
（☎８６−５０９９）

やかに

●もの忘れ、

人と人との 「こころ」 のつながりを大切にしましょう！

こころの相談会

新型コロナウイルス感染症対策として、人と会う機会を減らしている人

9/30㈭

が多いのではないでしょうか。人とのつながりの減少や孤立は、特に高齢

もの忘れ、こころの相談会

者では認知機能の低下やうつ傾向になりがちです。日本老年学的評価研究
では、非対面での交流だけでも、うつ状態の発症が低減するという結果が

■産婦人科は在宅当番制（日曜・祝日のみ）となりますので、
詳細は休日・夜間急患診療所（☎ 37 − 1199）までお問い
合わせください。

出ています。

◇二次病院の休日診療（９月 12 日〜 10 月 10 日）

◇会場

多世代交流館きらり

8：30～翌日8：30

お問い合わせ

◇時間

１４：００〜１６：００

9月19日㈰
10月10日㈰

立川綜合病院

33−3111

◇担当

田中

9月20日㈪
9月23日㈭
9月26日㈰

長岡赤十字病院

28−3600

9月12日㈰
10月 3 日㈰

長岡中央綜合病院

弘

地域でのあいさつや声かけはもちろん、離れて暮らす親類や友人と電話
やLINEなどで連絡を取り合い、つながりが途切れないようにしましょう。

医師（三島病院）

気になる症状はありませんか？

◇その他
・秘密は固く守られます。

理由もないのに気持ちが落ち着かない

・完全予約制です。
（相談を希望される方は事前に予約をお願いします。）

35−3700

【お申込み・お問い合わせ】
・役場保健福祉課

保険健康係（☎７８−２２９３）

夜間に救急車を呼ぶ？ 病院に行く？ 迷ったときは・・・

何も食べたくない、食欲がない

なかなか寝付けない
熟睡できない

15歳未満のお子さん

小児救急医療電話相談

緊急医療電話相談

# ７ １ １ ９

ダイヤル回線・IP電話・PHSからは
025-288-2525

ダイヤル回線・IP電話・PHSからは
025-284-7119

お子さんの急な発熱、
相談
（19時～翌朝８時） 相談
時間 毎日
内容 けがなどに関する相談

発熱、頭痛、腹痛、吐き

相談
（19時～翌朝８時） 相談
時間 毎日
内容 気など急な病気やケガ

などに関する相談

【お問い合わせ】
新潟県福祉保健部医務薬事課
（☎０２５－２８０－５１８３）
いずもざき
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イライラする、怒りっぽい

大人（概ね15歳以上の方）

# ８ ０ ０ ０
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何をするのにも元気が出ない

不安な気持ちになる

※「二次病院」は、一般の医院・診療所では対応できないような
比較的重い救急の患者さんが対象です。

21

せに

け ん こ う 広 場

●医療電話相談

日曜・祝日
９：00〜11：30
13：00〜16：30

科

歯

健 幸 だ よ り

●急患診療

日曜・祝日
９：00〜11：30
13：00〜16：30

休日・夜間急患診療所
（☎３７−１１９９）

保健師、管理栄養士の

経験豊富な看護師などが医療機関の受診の必要性や、対処法
などについて助言します。
※この電話相談は、診療行為ではなく、電話での助言により
相談者の判断の参考としていただくものです。

ひとりで抱えず、相談しましょう
ストレスを受けて、気持ちが落ち込んだり、イライラするのは誰にでもあることです。ここ
ろの病気は、自分では症状に気づきにくいのも大きな特徴です。ご自身だけでなく、周囲に以
前と比べて様子が気になる方はいらっしゃいませんか。いつでも保健師にご相談ください。

相談窓口
●保健福祉課 保健師（☎ 78-2293）
受付時間：月曜から金曜日までの午前８時 30 分〜午後５時 15 分まで（土日祝日、年末年始除く）
●新潟県こころの相談ダイヤル（☎ 0570-783-025）
受付時間：24 時間（年中無休）※プライバシーは固く守られます。安心してご相談ください。

2021（令和3年）.9.6
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︶

業所や施設の情報をイン

地域・サービス別に検索

します︒この調査は︑自動
も詳しく調べることができ

などの情報をいつでも誰で

■開館時間

いずもざき 22
広報

ターネットから簡単に検索

国土交通省では︑令和３
することができ︑事業所の

できます︒

年度全国道路・街路交通情
所在地や営業時間︑利用料

全国道路・街路交通情勢
調査を実施します

勢調査を９月〜 月に実施
車の移動状況や交通量など
ます︒
されていますので︑他都道

■お問い合わせ
・新潟県福祉保健部国保・
福祉指導課︵☎０２５︱
２８０︱５９８２︶

月７日㈰

時代とともに消えつつあ

・午前９時

検索
ツチダ会計
ホームページ
E-Mail tsuchida.coss@tkcnf.or.jp

を調べるもので︑約５年に
全国から無作為に抽出し
府県の事業所の情報も調べ

また︑全国の情報が掲載

③申込者および同居親族が
た自動車の所有者の方へ調

１回実施しています︒
暴力団員でないこと︒
ることができます︒

２︶

介 護サービス情 報 公 表シ
ステムを活用しましょう

国の介護サービス情報公
表システムでは︑県内の介
護サービスを行っている事

■会期
・９月 日㈯〜

・通話料︑相談料無料

る家や集落での小さなまつ

※入場は午後４時 分まで

県立歴史博物館﹁四季の
暮らし︑ ちいさなまつり﹂

ぜひご活用ください︒

査票を郵送します︒皆様の
■お問い合わせ

ご協力をお願いします︒

■申込締切日
・国土交通省長岡国道事務

※応募が複数の場合︑選考
となります︒
■お問い合わせ
︱２

所計画課︵☎ ︱４５８

・９月 日㈮

がないこと︒

④税金および諸料金に滞納

情報
掲示板

号

町営住宅の入居者を募集
します

■住宅名
・小木町営住宅第
︵大字小木３６０番地
■募集戸数
・１戸
■家賃
２９６︶

・収入に応じて決定します︒ ・建設課管理係︵☎
■入居資格

・☎０１２０︱５８３︱３
５８

■世界自殺予防デーとは

り﹁ 年 中 行 事 ﹂
︒コロナ禍

■入園料

ら 日まで開設します︒

無料

５２０円
・中学生以下

立石 幸子 さん

■ 後期高齢保険料（普通徴収）第3期分

（広告）
（広告）

①収入基準
・町で定める基準収入を超
千円以下

万４千円以下

万

えないこと︒
原則階層
裁量階層
※詳しい計算方法はお尋ね
ください︒
②申込者を含む２人以上の
同居親族が入居すること︒

働く人の電話相談室

会では︑日本労働組合総連
・ 世 界 保 健 機 関︵ Ｗ Ｈ Ｏ ︶

で季節の移ろいや人々のつ

・一般

※月曜休館

合 会 の 協 力 で︑﹁ 働 く 人 の
が自殺防止促進のために

ながりを感じる大切な機会

・高校・大学生 ２００円

■その他

電話相談室﹂を９月 日か
定めたもので︑日本では

として︑その価値が見直さ

日本産業カウンセラー協

これは世界自殺予防デー
毎年９月 日からの１週

分〜午後５時

日︶にあわせて行

間を自殺予防週間として︑ れています︒新潟県の年中

︵９月
うもので︑仕事︑人間関係︑

・新潟県立歴史博物館︵☎

行事に関する資料を展示し︑ ■お問い合わせ

さまざまな啓発活動を行

四季や信仰との関わり方を

︱６１３０︶

令和３年８月 31 日現在住民基本台帳
（ ）内は前月比

（広告）
※再振替日は 10 月 11 日㈪です。

30

30

安井 里子 さん

9月分

生活などのさまざまな相談

（石井町２丁目）

柏崎市北半田２－１６－１５ ☎ ０２５７－２２ー５９７７ ＦＡＸ ０２５７－２２－５９９６

■町営住宅使用料

います︒

５人

公益財団法人新潟県市町村振興協会

9月分

に︑協会所属の産業カウン

転出

考えます︒

８人

セラーが対応します︒

転入

税理士法人 ツチダ会計
■水道下水道使用料

長岡市

13人

長岡市

死亡

一人で悩まず︑まずはご

2,193人 （－ 6）

相談ください︒

女

30 分 500 円 ( 税込 )
先ずは、 電話にてご予約下さい

■ 介護保険料（普通徴収）第6期分

介護サービス
新潟県

で検索

納税はお忘れなく！

補聴器を外してなほも虫時雨

2,020人 （－ 4）

■開設期間

（入選句）

清貧を極め良寛月を詠む

男

日㈰

俳句ポスト

人口のうごき

・９月 日㈮〜

養）
（特

■受付時間
時

条）
（神

・午前 時〜午後

０人

10

川）
（稲

2021（令和3年）.9.6
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1,708世帯 （－ 3）
世帯数

4,213人 （－10）
口
人

ズ
シ
８.28
94
シズ
小池

ル
テ
８.13
91
テル
河野

樹
直
８.12
72
磯木ヨシエ

谷）
（山

■電話番号
（井鼻４区）

ワンコイン相談 実施中！

街に元気を

11

36

24

四女子
８.10
94
山田四女子

寛
昭
８.８
81
静一
髙橋

タ
８.３
91
貞雄
小林
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ケ

10

税務 ・ 労務 ・ 新規開業や相続 ・ 贈与 ・ 譲渡など税金のご相談を
ワンコインでお受け致します。 （出雲崎町への出張可）

■ 国民健康保険税（普通徴収）第3期分

12
悼
追

です。

９月 29 日㈬

介護サービス情報
公表システム

11

21 15
令和３年８月１日～８月 31 日
までの届出分・敬称略

あなたに夢を
今月の町税等の口座振替予定日は、

18

78

21

8
12
10

10

10

※戸籍の窓への掲載については、届け人の
希望により掲載しない場合があります。

47
出生

10

12

戸 籍 の 窓

皆さんに町内外からの情報をお届けします。

―情報掲示板―

広
報

新型コロナウイルス感染症対策による

いずもざき 9 月号 /vol.556

主な行事などの開催状況一覧
行事名

開催日

（９月～10月）

開催状況

お問い合わせ

とじる・保存する・しあわせ！
令和３年９月６日発行

良寛さんの心書道展

9月11日(土)
～20日(月)

実施します。

敬老会

９月20日(月)

中止します。

こどもお仕事交流館

９月23日(木)

11月23日(火)に延期します。

出雲崎美食街めぐり「秋の膳」

9月23日(木)

中止。

全町一斉クリーン作戦（秋）

９月26日(日)

実施します。

消防団火災想定訓練
消防団合同分団定期訓練

９月26日(日)

中止します。

八手地区
文化レクリエーション大会

10月 ３ 日(日)

中止します。

天領の里セーフティミーティング

10月 ９ 日(土)

実施。

西越地区ふれあいまつり

10月10日(日)

中止します。

出雲崎ストリートジャズ2021
＆地場産フェア

10月10日(日)

実施。

行政・人権相談

10月14日(木)

実施します。

町民ウォーキング

10月17日(日)

実施します。

新潟県弁護士会 無料法律相談会

10月22日(金)

実施します。

消防団大演習

10月24日(日)

中止します。

教育委員会社会教育係

（☎78-2250）
保健福祉課福祉係

（☎78-2293）
こども未来室

（☎86-5580）
出雲崎美食街めぐり実行委員会

（☎78-2291）
町民課町民係

（☎78-2294）
総務課庶務防災係

（☎78-2290）
産業観光課農村整備係

（☎78-2295）
出雲崎町観光協会

（☎78-2291）
産業観光課農村整備係

（☎78-2295）
出雲崎ｽﾄﾘｰﾄｼﾞｬｽﾞ実行委員会
（☎090-3333-6241）
町民課町民係

（☎78-2294）
町民体育館

（☎78-4700）
町民課町民係

（☎78-2294）
総務課庶務防災係

（☎78-2290）

※開催状況は変更になる場合があります。最新の情報については、直接お問い合わせください。

イノシシにご注意ください

①農作物の被害報告を確実に
・必ず町産業観光課および新潟県農業共済組合中

問 産業観光課 農林水産係（☎78-2295）

越支所（NOSAI）への報告をお願いします。

新潟県農業共済組合中越支所（☎36-8022）

②住みかをなくす

◆発行・編集

出雲崎町 総務課

・耕作放棄地などの草刈りを実施するなどイノシ

もしもイノシシと出会ったら…

シを寄せ付けない環境づくりが重要です。

イノシシや周囲を観察し、ゆっくり距離をとり
ましょう。また、イノシシをいたずらに刺激する

③餌を与えない

ことは反撃をまねきますので、絶対にやめてくだ

・イノシシは鋭い嗅覚を持ちます。餌となるもの
を農地や住居付近に放置しないでください。

さい。

編 集 後 記

表紙のきらりファームの

収穫祭でわたしも夏野菜カ

レーをごちそうになりまし

た︒子どもたちに合わせて

甘口でしたが︑野菜のコク

があり︑とてもおいしくい

ただきました︒

実は辛いカレーがあまり

得意ではありません︒辛い

もの自体は結構好きなので

すが︑カレーとなると話は

違います︒市販のルーでは

中辛くらいまでが許容範囲

でしょうか︒お店で食べる

ときも辛さは常に﹁普通﹂

です︒一度だけ﹁３辛﹂を

食べたことがありますが︑

泣きながら食べた記憶があ

ります︒

そういえば大学の食堂

ではアジアフェアの時期が

来るとグリーンカレーがメ

ニューに登場し︑毎年１回

は注文して毎回後悔してい

たように思います︒喉元過

ぎれば辛さ忘れるというこ

とですね︒︵佐藤︶

〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西 140

☎（0258）7 8 － 3 1 1 1 FAX 7 8 － 4 4 8 3
http://www.town.izumozaki.niigata.jp
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