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第４期出雲崎町事業継続支援給付金

北前船が育んだ文化を学ぶ

献血および骨髄バンクドナー登録会

小学校音楽発表会

秋の夜長に本を楽しもう！

中学校学習発表会

＃.558

月号

希望の花が夜空を彩る

いずもざき11

２０２１

参加者の交通安全を祈願する安全祈願祭を実施しました。

【クラシックバイク2021】
1970〜1990年代の貴重なクラシッ
クバイク18台が展示されました。
往年の名車から希少車まで、憧れ
のバイクを一目見ようと多くの
ファンが訪れました。
JAFこども免許証コーナーや反射機能測定コーナーで交通安全を啓発。

特集①

クラシックバイク・オーナーインタビュー

越後出雲崎天領の里

セーフティミーティング2021
10月9日㈯に天領の里で「セーフティミーティング2021」が開催されました。
多くのバイカーが集う天領の里をバイクの聖地として広くＰＲするとともに、交
通安全意識を高めるイベントも行われ、より多くの人に天領の里の魅力を伝える
ことができた１日となりました。

【コメント】

【コメント】

公道レースから生まれ

スーパーカブの北米輸

単気筒エンジンの鼓動

水冷DOHC4気筒59馬力

たエンジンのほとばし

出モデルです。ウィン

を感じながらゆっくり

のパワーが魅力です。

る快感が最高のバイク

カーの位置が少し違う

走らせても楽しいバイ

900ccは映画「トップガ

です。

のがポイントです。

クです。

ン」で有名ですね。
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バイクの聖地﹁越後出雲崎天領の里﹂

【コメント】

日本海を望む天領の里には︑多くのバ

【コメント】

イクが集まります︒新潟県の長大な海岸線

GPZ400R(89')

はツーリングコースとして人気があります

450Scrambler(71')

が︑バイクで立ち寄りやすいところは限ら
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C70PASSPORT(81')

Kawasaki

れています︒海岸線のほぼ中央︑バイク専

450MarkⅢDesmo(69')

Ducati

用の駐車場があり︑日本海を一望できる天

HONDA

領の里は絶好のツーリングスポットです︒

Ducati

安全安心な町づくりのために新潟県警のひかるくん・ひかりちゃんも来場。
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地域おこし協力隊の小畑さんも出雲崎の
輝きのＰＲをお手伝いしました。

地場産フェア

【出雲崎ストリートジャズ】
平成23年から開催されているジャ

会場内には出雲崎町の地元産品を味わえる「地場産フェア」のブースが設けられました。ブランド米「出

ズイベント。国内外で活躍する

雲崎の輝き」の新米試食や利き良寛牛乳など、出雲崎の魅力を存分にＰＲしました。

ジャズミュージシャンが一堂に会
し、妻入りの街並みがジャズに染
まる人気イベントです。

特集②

越後出雲崎天領の里

出雲崎ストリートジャズ2021＆地場産フェア
３つの牛乳から良寛牛乳を当てればソ

出雲崎産「五百万石」を使用した日本

イカの赤作りや鱈の親子漬けなどを味

フトクリームの割引券をプレゼント！

酒の試飲コーナー

わえる「飯の供・肴」試食会

フィナーレ・花火打ち上げ
日が傾き、水平線まではっきり見える美しい夕日とともに演奏もクライマックスを迎えました。アンコー

10月10日㈰には天領の里で音楽の祭典「出雲崎ストリートジャズ2021」が開
催されました。２年ぶりの音楽イベントは、感染症対策のため、入場口を１箇所
にして来場者の健康チェックを徹底するなど、コロナ禍に対応した中での開催と
なりました。参加者はオフビートのリズムと汐風に身をゆだね、こころゆくまで
ジャズを楽しみました。

ルも飛び出すなど会場は大盛況。イベントのフィナーレでは夕凪の橋からスターマインが打ち上げられ、夜
空を彩りました。

神秘的なグリーンフラッシュが出現
夕日が沈む瞬間、あらゆる気象条件が揃っ
たときのみ現れる緑の光「グリーンフラッ
シュ」が奇跡のフィナーレを演出しました。
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新型コロナウイルス感染症

町の支援策

第４期出雲崎町事業継続支援給付金
問

産業観光課 商工観光係（☎78-2291）

売上が減少した商工事業者を支援します

新型コロナウイルス感染症
基本的な感染症対策を実施しましょう
10月15日㈮をもって新型コロナウイルス感染症における新潟県独自の
「警報」が解除されました。しかし、県内での感染がなくなったわけで

町では、引き続き新型コロナウイルス感染症の

はなく、今後も感染防止を実施していく必要があります。

影響により経営安定に支障を生じている個人事業

町民の皆様には引き続き、次の点を守っていただきますようお願いし

主または法人に対し、改めて一時金を給付するこ

ます。

とにより事業継続を支援します。

基本的な感染対策を実施する

支給対象者

・マスクの着用

※平成31年２月１日から令和２年３月31日の間

合算が前々年同月※より30％以上減少し、次の各

に開業した方は、10か月分の開業後の任意の月

・３密（密集・密接・密閉）の回避

号のすべてに該当する個人事業主または法人。た

とします。令和２年４月１日以降に開業した方

・こまめな換気

だし、前々年同月において、営業実績がない場合

は、開業時の事業計画中における対象売上高の

・発熱や風邪の症状があるときは外出しない

は、対象外となります。

同期の売上高とします。（以下同じ）

①法人にあっては町内に主たる事業所を置いてい
ること

給付額
前々年１〜10月の10か月間の税抜売上高の合算

②個人事業主にあっては町内に住所を有すること

から今年同月の税抜売上高の合算を差し引いた額

③交付決定後３か月間は廃業の予定がないこと

（売上減少額）の10分の１以内の額に、売上減少

④申請の日までに納付期限の到来した町税を完納

率を乗じた額。

していること
⑤令和３年１月から10月の間に営業の実績がある
こと

飲食を伴う会合は感染対策・体調管理を万全に
特に大人数で実施するものについては、以下を守りましょう。
・着座形式

・定員50％以下

・ワクチン接種者同士で実施（検査で陰性が証明された方も含む）

支給限度額は40万円（千円未満は切り捨て）。

新型コロナ受診・相談センター窓口

申請期間

☎025−256−8275

・令和３年11月８日㈪から11月26日㈮まで

※毎日24時間対応（土日・祝日含む）

申請時に必要な書類
第４期出雲崎町事業継続支援給付金交付申請書
に次の書類を添えて町産業観光課に提出してくだ
さい。

るもの。電子申告の場合、メール詳細（受信通
知）を印刷したものを添付）
・青色申告決算書（月別売上高）の控え、または

①令和３年１〜10月の売上高がわかる売上台帳な
どの帳簿の写し

前々年１〜12月の売上高が分かる売上台帳など
③預金通帳の写し

【法人】

④【個人事業主】申請者本人確認書類（マイナン
バーカード、運転免許証、パスポートなど）

町の支援策

漁業者経営支援事業補助金
問 産業観光課 農林水産係（☎78-2295）

水揚高減少に悩む漁業者を支援
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入

支援内容

るもの。電子申告の場合、メール詳細（受信通

⑤その他必要と認められる書類

（水揚高）が減少し、厳しい状況にある漁業経営

知）を印刷したものを添付）

その他

を支援します。

および平均魚価が前々年同月より減少している月

対象者

を対象月とし、その月の収入が減少している漁業

・新潟漁業協同組合出雲崎支所に所属する組合員

者の一部経費の1/2を補助します（上限：前々年

・法人事業概況説明書（月別売上高）の控え

給付金の交付を受けた方は、令和３年１〜10月

【個人事業主】

分の売上高の確定申告を終えた後、それを証する

・所得税の確定申告書第一表の控え（受付印のあ

書類を提出する必要があります。
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新型コロナウイルス感染症

の帳簿の写し

②前々年同月分の売上高が分かるもの
・法人税の確定申告書別表一の控え（受付印のあ
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・手指の消毒

令和３年１〜10月の10か月間の税抜売上高の

2021（令和3年）.11.5

（その他条件あり）

令和３年４〜10月のうち、漁業者全体の水揚高

と当年の水揚高の差額まで）。
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保育園・認定こども園の
入園希望を受け付けます
問

「子は宝」多世代交流館

〒949－4342 町内大字米田395番地

☎８６－５５８０ ＦＡＸ８６－６４６６

きらり

保健福祉課 こども未来室（☎86-5580）

開館時間 平日 ８：３０～１７：１５
休日１０：００～１６：００

～みんな寄らんば
みんなのきらり～

令和４年４月入園を希望する方へ

きらり公式
ホームページにも
遊びに来てね☆

保育園・認定こども園の利用を希望する場合、教育・保育の支給認
定を受ける必要があります。

子どもの年齢

保育の必要性

認

定

区

分

なし

１号認定

教育標準時間認定

・認定こども園
（幼稚園機能）

あり

２号認定

保育標準時間認定
または
保育短時間認定

・保育園
・認定こども園
（保育園機能）

３歳以上

３歳未満

あり

３号認定

今月の予定

利用できる施設

ＳＵＮ

ＭＯＮ

ＴＵE

ＷＥＤ

ＴＨＵ

ＦＲＩ

ＳＡＴ

１１月７日

８

９

１０
ヨガ・ストレッチ

１１
よらん場
10:00～12:00

１２
きらりクック

１３

きらっときらり
子育て
フォーラム
１４

いるか教室

9:30～11:00
１５
親子きらりタイム②
10:00～11:30

申請から入園決定までの流れ（新入園児）
①「支給認定申請書 兼 保育所入所申込書」を提
出する。

申請方法
「支給認定申請書 兼 保育所入所申込書」に必

②町から認定証が交付される。

多世代交流館きらり、または入園を希望する園に

※保育時間は父母の就労などの状況により、次の

提出してください。
※申請書（申込書）は多世代交流館きらりおよび

・標準時間（最長11時間）

園に用意してあります。また、町ホームページ

・短時間（最長８時間）

からもダウンロードできます。

③希望する園への入園が決定する。

※令和４年度も引き続き入園を希望するお子さ

※定員を超過した場合、申請者の希望や園の状況
などから町が利用を調整します。

んの手続きについては、園を通じてご案内しま
す。
・支給認定申請書 兼 保育所入所申込書
・就労証明書
・求職活動申立書（求職中の方）

保育園・認定こども園
【保育園】小木之城保育園

【認定こども園】出雲崎こども園

大字船橋４６９番地１

所在地

大字住吉町５５１番地

電

話

７８−２３５６

電

話

７８−４７８６

定

員

６０人

定

員

６０人

いずもざき

生後２か月から
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受入年齢

１８

１９

２０

２５

２６

２７

２

３

４

オンライン
ベビーマッサージ
よらん場
10:00～11:30
10:00～10:40
２３

２４

こども
お仕事交流館

おとな園
10:00～11:30

２９

３０

よらん場
10:00～12:00

乳幼児健診・

１２月１日
ヨガ・ストレッチ

歯科健診 PM

グルグルサーキット

9:30～11:00

主な活動について

11 月１5 日㈪ 親子きらりタイム② 10:00 ～ 11:30
講師 ： ハロースポーツ 髙橋 隼人 先生
内容 ： すくすくリズム体操タイム
未就学園児親子を対象に、 一緒に音に合
わせて身体を動かしましょう。

よらん場
10:00～12:00

今月のきらり写真館
お母さんとマグネット遊
びを楽しむ男の子。その
うち、お母さんがペッタ
ンするマグネットを、端
からみんな落として遊び
始めました。ケラケラと
笑い声をあげながら、終始お母さんと男の子とのか
わいい攻防戦が繰り広げられました♪

おとな園ではおとなの運動

所在地

受入年齢

２８

残り物アレンジメニュー

10:00～12:00

１７

１６

11 月 12 日㈮ きらりクック
10:00 ～ 12:00
担当 ： 管理栄養士 菅原 咲

提出書類

広報

２２

要事項を記入し、11月５日㈮〜11月30日㈫の間に

いずれかに決定されます。
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２１

グルグルサーキット

生後２か月から

11 月 16 日㈫ オンラインよらん場 10:00 ～ 10:40
担当 ： 磯野
内容 ： オンラインでの交流会です♪
気軽に自宅から参加できます。 参加方法は
とっても簡単！ きらりホームページまで。

と健康について、地域おこ
し協力隊の坂口さんに、講
話とちょっとした隙間時間
にできるストレッチ方法を
教わりました。笑顔があふ
れる楽しい会となり、最後には立ち方のバランスを
測り、測定結果にみなさん興味津々でした。
2021（令和3年）.11.5
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食生活改善推進員がおすすめレシピを紹介

いずもざき
まほろばポスト

保健福祉課

いずもざき健康レシピ

介護高齢係

ひじきと根菜煮

☎７８－２２９３

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

もしもに備えて

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

「救急医療情報キット」を用意しませんか？

たレシピを紹介します。ぜひお試しください。

●救急医療情報キットとは？

《材料》４人分

《作り方》

「かかりつけ医」「持病」「緊急連絡先」などを記入した救急医療情報シート

・乾燥ひじき……………………………8g

①銀杏は鬼皮を剥いてから湯の中で煮て、おたまの背で転が

を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管しておくことで、もしものときに迅

・れんこん……………………………160g

速な救急活動につなげるものです。

・銀杏……………………………………20g
・サラダ油…………………………大さじ1
・だし汁………………………………140cc

○救急医療情報キットがある
「救急医療情報キット」の情報に
より、適切な処置や緊急連絡先の

119番通報

・にんじん………………………………60g
・ごぼう…………………………………60g

もしものときに役立ちます

確認・連絡がスムーズにできま

・酒…………………………大さじ1と1/3

！

Ａ ・みりん…………………………大さじ1強
・しょうゆ………………………大さじ1強

して薄皮を剥く。
② ひじきは水で戻してザルにあげ、水気を切る。
③ れんこん、にんじんは縦４つ割りにして1.5〜2cm程度の
厚さに切る。ごぼうは縦半分にして斜めに切る。
④ 鍋に油をひき、③の材料とひじきを炒める。
⑤ だし汁を加え、煮立ったらAと銀杏を入れて、汁気が少な
くなるまで10〜15分程煮る。
★ポイント★
根菜類は好みの厚さに調整しましょう。厚めに切ると食感
が残り、よく噛んで食べられるので、食べ応えがアップしま
す。

す。

×救急医療情報キットがない
「既往歴」や「通院状況」「緊急
連絡先」などの確認に時間がかか

？

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）

り、適切な処置が遅れてしまう可
能性があります。

救急隊員が駆けつける

ひとりで悩まないで
夫婦のこと、家族のこと、ひとりで悩んでいま
せんか？

女性を取り巻く相談にはどんな小さな

ことでも専門の相談員があなたと一緒に解決への

対象者

道を考えます。まずはお電話ください。

出雲崎町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方

●面接相談（要予約）
相談日時
相談日
11月10日㈬
12月８日㈬

時間
13:30〜16:30

相談会場
・中央公民館茶室

・65歳以上の一人暮らしの方

●電話相談

相談員

・65歳以上の高齢者のみ世帯の方

相談電話番号

・NPO法人 女のスペースながおか

配布場所

・☎38-0456（平日：10:00〜16:00）

その他

※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。

役場（保健福祉課介護高齢係）または海岸公民館
11

1人分：エネルギー 約104kcal 食塩相当量 0.8g
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国民健康保険の加入・脱退は
14日以内に届出をしましょう

血液が不足しています！
献血および骨髄バンクドナー登録会
町民課 町民係（☎78-2294）

問 保健福祉課 保険健康係（☎78-2293）

11月16日（火）13:00〜15:30

町の国民健康保険の加入・脱退を行う際には、

問

14日以内に届出が必要です。

（中央公民館講堂）

・加入した月までさかのぼり、国民健康保険税を
納付しなくてはいけません。
・保険証がない間、医療機関の受診は全額自己負

国民健康保険に加入するときは
現在、新型コロナウイルス感染症の影響によ

・出雲崎町に転入してきたとき

り、協力者数が減少しています。400ml献血を行

・発熱および咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症

いますので、１人でも多くの皆様のご協力をお願
いします。
●献血

脱退の届出が遅れると……

状を含む新型コロナウイルス感染症が疑われる

・職場の健康保険の扶養を外れたとき

・国民健康保険税とほかの健康保険料を二重で支

症状や、味覚・嗅覚の違和感を自覚する方

・子どもが生まれたとき

され、最終接触日から２週間以内の方

・男性：17〜69歳・50㎏以上

・新型コロナウイルス感染症と診断され、症状消

・女性：18〜69歳・50kg以上

失後４週間以内の方

※65〜69歳の献血は、60〜64歳の期間に献血経

証で受診した医療費を返還しなければなりませ

・職場の健康保険に加入したとき

ん。

・死亡したとき

などのほかに、マイナンバーカード、またはマイ

・町内で住所が変わったとき

ナンバーの分かる書類と本人確認書類（運転免許
証など）が必要です。

・世帯主の変更や氏名の変更をしたとき

感染対策へのご協力

・13:00〜15:00（献血受付終了よりも30分短く

・保険証の紛失などで再交付を受けるとき

詳しくは事前にお問い合わせください。

家計に優しいジェネリック医薬品
を使ってみませんか

対象（登録希望者のみ）

献血できない方

・男性：18〜54歳・45kg以上

・海外から帰国して「４週間以内」の方

・女性：18〜54歳・40kg以上

献
終

採

問

所要時間の目安【献血のみ】約30分【献血＋バンク登録】約45分【バンク登録のみ】約10分

「ラブラッド」からのご予約で記念品をプレゼント
献血Web会員サービス「ラブラッド」のサイトでご予約の上、献血にご協力いただい
た方に特別記念品をプレゼントします。前日の17時までにご予約ください。

了

【バンク登録のみ】 ・DVDなどによる説明

問 保健福祉課 保険健康係（☎78-2293）

ジェネリック医薬品は、特許切れの新薬を基

血

血

診

献血受付

【献血＋バンク登録】

2021（令和3年）.11.5

など

なっていますのでご注意ください）

お願いします。

いずもざき

資格喪失日の確認できる証明書や職場の保険証

そのほかで届出が必要となるときは

受付時間

広報

届出に必要なもの

など

・出雲崎ライオンズクラブ

【バンク登録受付】

・社会保険への加入日以降に国民健康保険の保険

・町外へ転出するとき

協力団体

【献血のみ】

払うことになります。

国民健康保険から脱退するときは

●骨髄バンクドナー登録会（同時開催）

・会場での体温測定、手指消毒、マスクの着用を

13

など

・職場の健康保険の扶養になったとき

・48時間以内に新型コロナワクチンを接種した方

験のある方に限られます。

担になります。

・職場の健康保険をやめたとき

・新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者と判断

対象

加入の届出が遅れると……

に、開発期間やコストを削減して作られるため、
薬によっては自己負担額が安くなることがあり、

同じ効果・効能を持つ安価な医薬品のことです。

お薬代を節約できます。

また、たくさんの厳しい試験をクリアし、法律や
国の基準に沿って製造・管理されています。

ジェネリック医薬品ってどんな薬？

まずは医師や薬剤師に相談を

ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、最初

ジェネリック医薬品を処方してもらったり、先

に開発された薬（先発医薬品）の特許期間が終

発医薬品から変更してもらうには、医師の診察や

わったあとに、ほかのメーカーから販売されるも

同意が必要です。まずは、かかりつけの医師や薬

ので、先発医薬品と同じ有効成分を同じ量含み、

剤師にご相談ください。
2021（令和3年）.11.5
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問 新潟県総務管理部市町村課（☎025-280-5055）

新規申請した方に特産品が当たるチャンス！
新潟県では、マイナンバーカードの取得促進お

応募方法

よび県内産品などの消費喚起を図るため、応募期

①マイナンバーカードを申請する。

間中にマイナンバーカードを新規申請した方を

②申請後、役場町民課窓口で応募用紙に必要事項

まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、

のスクリーンショットを撮影

この機会にぜひ取得しましょう。

の上、右のキャンペーン応募
フォームから応募してくださ

原文

解 説

とう りょう

当 俳 句 はそれが十 分 に味 わ

しょう ふう

える作 品 と言 える。 それも

「北 越 蕉 風 中 興 の棟 梁 」 と

2021（令和3年）.11.5

季語に渡り鳥である 「鴫」

を登 場 させることで、 当 俳

『良寛の父 橘 以南』の著

呼 ばれた、 以 南 の成 せる業

生 体 数 が少 なくなった鴫 で

者で良寛記念館創始者の佐

句 が詠 まれた時 期 が、 晩 秋

あるが、 俳 句 から察 するに

藤耐雪翁は、以南の俳人と

なのだろう。

以 南 が暮 らした江 戸 時 代 は

しての芸 術 的 な価 値 につい

であることが分かる。現在、

たくさんの鴫 が出 雲 崎 で羽

とも、 遜 色 なしとまでに激

そん しょく

当 俳 句 で以 南 は、 たくさ

賞 され ・・・・天 明 俳 壇 の

て 「元 禄 巨 匠 の作 中 におく

んの鴫 が飛 び立 つ臨 場 感 を

北 極 星 として燦 燦 と輝 いて

を休めていたのだろう。

伝 えるために、 視 覚 からの

いる 」 と讃 え ている。 そ し

さん さん

情 報 として 「鴫 立 って」 と

2021（令和3年）.11.5

④住民基本台帳カード（お持ちの方）

志起多つ天
都由安飛勢
丹里於散々
王良
以南

いずもざき
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③通知カード

て、 それだけに桂 川 に入 水

※このほかにもさまざまな活用方法があります。

②本人確認書類（運転免許証など）

書 き、 笹 の葉 に落 ちる水 滴

役場で事前登録の支援を行っています。

①個人番号カード交付申請書

し、 最 後 を 全 う しなかった

用できます（利用可能機関は順次拡大予定）。

【申請する方】

の音 は書 かず、 鑑 賞 者 の想

・対応する医療機関・薬局などで保険証として利

【受け取る方】町からの交付案内に記載

読み下し文

③保険証としても利用できる（要事前登録）

持ち物

良寛記念館 館長

で済むほか、電子申告も簡単になります。

所 役場町民課窓口（正面玄関から入れます）

ことを惜しんでいる。

・本人確認書類とマイナンバーの確認がこの１枚

場

像 に任 せている。 鑑 賞 者 が

②確定申告が簡単・スピーディーに

9:00〜12:00

しぎ た

11日㈯・25日㈯

当 俳 句 を詠 み、 水 滴 が笹 の

12月

鴫立って

・休日・夜間でも全国のコンビニで住民票の写し

葉 に落 ちる音 を想 像 するこ

13日㈯・27日㈯

つゆ あ

11月

とで、 その場 面 が脳 裏 に浮

①コンビニ交付サービス（１通200円）

開設時間

かび上 がる こと を 誘 ってい

開設日

る。 また、 越 冬 のため飛 び

月

と印鑑登録証明書を取得できます。

15

第２・４土曜は休日窓口を開設

立 つ鴫 から、 そ の場 の肌 寒

マイナンバーカードを活用しましょう

さを感覚させている。

問 町民課 町民係（☎78-2294）

自 の文 化 と いわ れ て いる。

マイナンバーカードで生活が便利に

露浴びせたり

降、順次実施）。

お ざさはら

※当選品の指定はできません。

小笹原

代えさせていただきます（令和４年２月中旬以

意訳

・新潟県内の特産品（5,000円相当）

たくさ んの鴫 が一 斉 に飛

・当選結果については、当選品の発送をもって

び立 ち、 身 体 に着 いた水 滴

当選品

俳 句 は 「五・七・五 」 のわ

その他

を 笹 の茂 みに雨 のように浴

※紛失または更新により再申請した方を除く。

ず か十 七 文 字 で五 感 「眼 ・

11月１日㈪〜令和４年１月31日㈪

びせた。 私 はその水 滴 が笹

方

耳 ・鼻 ・舌 ・身 (触 )」 を

応募期間

の葉 に落 ちる音 を聞 き、 冬

キャンペーン応募フォーム▲

マイナンバーカードを新規申請した新潟県民の

巡 らすことができる日 本 独

・11月１日㈪から令和４年１月31日㈪までの間に

の訪れを感じたのでした。

い。

対象者

このコーナーでは︑良寛記念館に所蔵されて

※オンラインで申請した場合は、申請確認メール

いる良寛に関する作品をご紹介します︒

キャンペーンを実施します。

を記入して応募する。

し ぎ

対象に、抽選で4,000名に県内の特産品が当たる

良寛をたどる。

良 寛 父 山 本 以 南 書 『鴫鴫 立 って 』

新潟県マイナンバーカード
新規取得キャンペーンが始まります！

いずもざき 14
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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
◎ 高校と大学を結ぶ取り組み
出雲崎町と新潟大学の連携プロジェクト第2弾
である「出雲崎高校×新潟大学 ブランチキャンパ
ス」がスタートしました。
ブランチキャンパスとはいわゆる分校のこと。出雲
崎高校を新潟大学の分校として、高校で大学の授

◎「○○の秋」と言いますが

伝いをします。
第１回目（10月8日㈮）は教育と工学をそれぞれ

読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋……学校

ろう」と考えます。11月までは、秋。12月になった

専門としている大学院生2名を講師に招き、これま

も長期休みはないわりに、何かと盛りだくさんな

ら、冬。そんな単純なものではないと思うのです。そ

での経験や現在の学びを交えながら、メッセージ性

“秋”がやってきました。蔵と書として本を扱うわた

ろそろ冬かな、と思った途端あたたかくなることもあ

のある熱い講義をしてもらいました。

しも、ありがたいことに「読書の秋」ということで各

れば、秋晴れのいい日やなあと思った翌日、一気に

業が受けられる機会を創ります。目的は「高校生の

11月12日㈮に第2回、12月3日㈮に第３回、12

所からお声がけいただいているのですが……連日

真冬のような寒さになることも。だけど、その境目の

将来の選択肢の拡大」。大学教員や大学院生、そ

月17日㈮に第4回（最終回）と続きます。いろんな

の肌感覚は、もはや冬。太平洋側育ちのわたしに

わからないけれど移ろってゆく曖昧さにこそどこか

の他スペシャルゲストからの授業を通して、学ぶ意

方からの講義を通して、高校生にとって貴重な体験

とっては、まだまだ慣れず、すでに堪える寒さです。

風情を感じられて、そこがなんとも日本らしいのか

欲の向上や大学進学を志すきっかけづくりのお手

になることを願います。

そんな時、「いったい季節の境目はどこにあるのだ

な、とも思います。

季節の移ろいを感じたい人におすすめの本
「葉っぱのフレディ いのちの旅」
レオ・バスカーリア 作/みらいなな 訳/島田光雄 画/童話屋
新型コロナウイルス感染症の状況に

★「蔵と書」11月のオープン日程
１1/１2 ㈮・21㈰・30㈫ 10:30～16:00

お ばた

ほ

の

急激に寒くなり、凍えながら起きる日が増えてき
ました。ついこの間まで暑かったのになあ、そろそろ
冬の準備を始めなければと布団にくるまりながら考

17

畑にごみをたくさん捨てられたりと悲しい経験もあ
りましたが、その分、とれた野菜のおいしさは倍増と
収穫、出荷にたどり着くまでにはさまざまな作業
せん て い

私は出雲崎町で農業関係の活動をしています

梅もぎだけではなく草刈や肥料散布、剪 定 など管

が、今までに東京・長野・新潟の農業に触れてきて

理作業があります。水稲もこの時期は堆肥散布を

いろいろな経験をしてきました。長野では植え付け

します。稲刈りは終わったばかりですが来年に向け

たばかりの苗をすべて鹿に食べられたり、東京では

ての作業はもう始まっています。

いずもざき
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公式SNSでご確認ください。

「出雲崎の輝き」を生産者と一緒にＰＲ
出雲崎ストリートジャズ・地場産アピールタイム
10月10日㈰に開催された「出雲崎ストリートジャズ
2021＆地場産フェア」内で地域おこし協力隊の小畑さ

いう嬉しさもありました。
が付いて回ります。出雲崎町の特産品である梅も、

えています。

最新の情報は蔵と書Instagramや町

か

小畑 穂乃花 隊員
◎ 冬の準備と来年に備えて

より中止となる場合があります。

んが生産者のみなさんと一緒にブランド米「出雲崎の
輝き」を来場者にＰＲしました。
農薬や化学肥料を７割減らした安心安全への取り組
み、堆肥による土づくり、厳しい選別基準による高品
質化などのこだわりのポイントを、生産者へのインタ
ビューを交えながら、その魅力を伝えました。

2021（令和3年）.11.5
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2021・第75回読書週間

石坂セレクト「読書の秋に読みたい本」

標語

「最後の頁を閉じた 違う私がいた」

海岸公民館・蔵と書

はるとあき 斉藤倫/うきまる/吉田尚令/小学館
決して交わることのない季節、”春”と”秋”。眩しい日差しや肌寒さなど似ていると
ころもあれば、木々の色や咲く花、魚や虫の成長度合いなど異なるところもあります。
「わたしたち おなじもの みてるのに こんなに ちがうんだ」

秋の夜長に本を楽しもう！

「わたしが みられないものを たくさん みせてくれて うれしい」
四季のある日本の良さを実感できたり、寒くなる毎日の中で”春”が恋しくなったり、

令和３年度上半期

はたまた大切なことにも気付かせてくれるような一冊。移りゆく季節に思いを馳せなが
ら、ページをめくってみてはいかがでしょうか。

図書館貸出数ランキング

海岸公民館

方向音痴って、なおるんですか？ 吉玉サキ/交通新聞社

貸出数が同数１位となった４作品を一挙紹介！

本格的な冬がくる前のこの季節。秋晴れの日は、たまには車を停めて、少しだけ町を歩いてみる

※ランキング掲載作品はすべて町立図書館（海岸公民館）で貸出しています

のもよいものです。車窓からでは見られなかった新しい景色に、きっと出会うことができます。しかし、
わたしは方向音痴。車にはナビがあっても、歩いていると地図を片手にしていても、迷う迷う……。

52ヘルツのクジラたち

曲亭の家

町田そのこ/中央公論新社

西條奈加/角川春樹事務所

【2021年本屋大賞受賞作】

当代一の人気作家・曲亭（滝

人生を家族に搾取されてきた女

沢 ）馬 琴 の 息 子 に 嫁 い だ お

性と、母親に「ムシ」と呼ばれ

路。作家の深い業に振り回さ

ている少年。愛を欲し、裏切ら

れながらも、お路は己の道を

れてきた孤独な魂が出会い、新

切り開いていく。修羅の家で

たな物語が生まれる。

見つけたお路の幸せとは？

子におすすめしたい虫の本。家の中に潜んでいたり、夜音色を奏でていたりする虫に遭遇し

冬華

刑事の枷

てしまったときも、子どもが得意気に虫とともに帰宅したときも、この本を読んだあとは少し大ら

大倉崇裕/祥伝社

堂場瞬一/角川書店

かな気持ちで虫に接することができそうです。なんなら、愛着まで沸いてくるかも……。

凄腕の老猟師と元特殊部隊員。

若手刑事・村上翼は、署内で

わたしも先日、運転中に車内に大きなカマキリが入ってきて一人で大騒ぎしたところです

罠、かけひき、だましあい…

疎まれるベテラン刑事・影山

が、この本を読んだ直後であれば、「よっ。カマキリ。達者でな。」と大人な対応ができたような

極寒の穂高岳に散るのはどっ

康平に目を付けられ、強引に

気もします。

ちだ!?

哀しき過去ゆえに殺し

連れ回される。不祥事を内部

屋となった男たちの息詰まる死

告発した「裏切り者」の影山

闘。本格山岳アクション小説。

が固執する過去の事件とは？

そんなわたしのような方向音痴さんには、ぜひこの本を。少しは迷子にならずに町を歩けるようにな
るかもしれません。また、そんな方向音痴さんが周りにいて呆れているそこのあなたも、この本を読め
ば、少しは優しい気持ちになれるかもしれません。（もしくは、もっと呆れるかも……）

蔵と書

ゆるふわ昆虫図鑑

じゅえき太郎/宝島社

この本は、虫大好きで元気な子ども！よりも、「正直、虫は苦手……」といった大人や女

中央公民館

力いっぱいきりぎりす 村井康司/nakaban/岩崎書店
「俳句は、五・七・五の十七音からなる世界でいちばん短い詩です。」と、表紙をめくっ
てすぐのところに一言。絵本は子どもっぽい気がするけれど、活字は苦手だし……なんて

月下のサクラ
白鳥とコウモリ

【３位】
柚月裕子/徳間書店
東野圭吾/幻冬舎

思っている中高生にも（もちろん大人にも）おすすめなこちらの一冊。よく見ると、各ページ

次のページでは地域おこし協力隊

のどこかに帽子がひとつ。飛ばされてゆく帽子を追いかけるかのように、ダイナミックな絵と

の石坂さんが、町内で読める読書

ともに俳句の世界に誘われてみてはいかがでしょうか。小林一茶や松尾芭蕉など、一見

の秋におすすめの本をご紹介！

堅苦しそうな昔の歌人の句たちも、なんだか少し身近に感じられます。
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すみっコぐらしまちがいさがし

硝子戸のうちそと
ばあさんは15歳
168時間の奇跡
ラスプーチンの庭
小説8050
春を待つ
白医

主婦と生活社
半藤末利子/講談社
阿川佐和子/中央公論新社
新堂冬樹/中央公論新社
中山七里/角川書店
林真理子/新潮社
松下隆一/PHP研究所
下村敦史/講談社
2021（令和3年）.11.5
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記者は見た
IZUMOZAKI TOWN NEWS

【出雲崎寄港地の町家】
5月にオープンした北前船をテーマにした展示施設。
北前船に関する町の歴史などを知ることができます。

出雲崎こども園

運動会

10月２日㈯に町民体育館で出雲崎こども園の運動会が行われました。
紅白に分かれて、かけっこや綱引きなどで友達と楽しく競い合いまし
た。団体種目では、相手よりブロックを高く積むにはどうしたらいいか
な、マットめくりでより多くめくるにはどう動いたらいいかなと、自分
たちで作戦を考えて取り組む姿が見られました。

北前船が育んだ文化を学ぶ
10月２日㈯に県内の魅力ある文化財を広く県民に知ってもらうため、新潟県と出雲崎町による「北前
船と出雲崎の文化財」が開催されました。妻入りの建築様式を研究されてきた長岡造形大学の平山育夫
教授による街めぐりや講演会をはじめ、民俗舞踊「お船歌」「出雲崎おけさ」の実演、文化財を活用し
た地域づくりなどのパネルディスカッションが行われ、歴史文化への理解を深めました。

妻入りの街並みで展示会開催中

妻入り会館と歴史や五郎兵衛では現在、下記の展示会を開催
しています。ぜひご覧ください。
◀北国街道妻入り会館「町の宝もの展」

小木之城保育園

運動会

昔、日常で使われていた身の回りの道具などを展示しています
（12月20日㈪まで）。

10月９日㈯に町民体育館で小木之城保育園の運動会が行われました。今
年はオリンピックをテーマに、トライアスロンや体操競技などをイメージ
した種目が登場しました。園児たちはアスリートになり切って果敢にチャ
レンジ、表彰台ではオリジナルの決めポーズも見せてくれました。子ども
の成長を前に、カメラを持つ保護者からも笑顔があふれました。
21
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歴史や五郎兵衛「出雲崎ＪＲ越後線と懐かしい出雲崎展」▶
越後線フォトコンテストの優秀作品や国鉄時代の写真、鉄
道グッズなどを展示しています（11月末まで）。
2021（令和3年）.11.5
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記者は見た
IZUMOZAKI TOWN NEWS

小学校でマラソン大会
９月30日㈭に出雲崎小学校でマラソン大会が
行われました。グラウンドや外周を周回し、
ゴールを目指します。先頭ではトップ争いが繰
り広げられ、学年ごとに熱いドラマが生まれま
した。また、後ろで辛そうな子には先にゴール
したクラスメイトから声援が送られ、全員最後
まで完走することができました。

小学校音楽発表会
10月23日㈯に出雲崎小学校の音楽発表会が行われました。先生の指
揮の下、児童たちの合唱や合奏の見事なハーモニーが体育館中に響き
渡りました。この日に向けて一生懸命練習に取り組んできたことがそ

妻入りの街並みをウォーキング

の歌声から伝わり、保護者から盛大な拍手が贈られました。

10月16日㈯にNST新潟総合テレビ主催の「出雲崎良

また、教室の前には絵画などの作品も展示され、我が子の絵を探し

寛ウォーキング」が行われました。参加者は天領の時

て一緒に記念写真を撮る姿が見られました。

代から続く妻入りの街並みの中をウォーキングしてス
ポーツの秋を楽しみました。観光ガイドと一緒に町を
巡るコースもあり、名所・旧跡から出雲崎の歴史文化
に触れることができました。

街路灯を寄贈
10月25日㈪に東北電力ネットワーク株式会社か
ら町にLED街路灯10灯が寄贈されました。これは同
社による社会貢献活動の一環として、明るいまち
づくりに役立ててほしいという思いから毎年行わ
れているものです。寄贈された街路灯は通学路な
どに活用いたします。

ルアーズが中越地区代表に決まる
町野球協会に所属する社会人野球チーム「ル
アーズ」が第44回東日本軟式野球大会１部中越大
会の代表決定戦に勝利し、来春の県大会進出を決
めました。中越地区の強豪として知られるルアー

23

中学校学習発表会
10月23日㈯に出雲崎中学校で学習発表会が行われました。前半
は意見文発表が行われ、学年の代表が自身の体験などから思った
こと、学んだことなどを堂々と発表しました。
後半の学年合唱では、課題曲と自由曲を合唱し、日頃の練習の

ズは５月の県大会で惜しくも初戦敗退。その雪辱

成果を発揮しました。パート分けされた異なる音程が乱れること

を果たすべく、チーム一丸となって練習に励んで

なく互いを引き立てあい、クラスの心を１つにした合唱は中学校

います。これからの活躍に注目が集まります。

生活の大切な思い出となったことでしょう。

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

中越こども急患センター
（☎８６−５０９９）

小児科

月〜土曜
（祝日除く）
18：45〜21：30

●もの忘れ、
こころの相談会

11月は児童虐待防止推進月間〜オレンジリボンキャンペーン〜です。残念ながら全国的には、

11/25㈭

子どもの命が失われる痛ましい事件が続いています。一人でも多くの方々に「児童虐待防止」に

もの忘れ、こころの相談会

関心を持ってもらい、子どもたちの笑顔を守るために一人ひとりに何が出来るのかを呼びかけて
いく活動が「オレンジリボンキャンペーン」です。

しつけと体罰は違います

◇二次病院の休日診療（11 月 7 日〜 12 月 5 日）

◇会場

ふれあいの里

8：30〜翌日8：30

お問い合わせ

◇時間

１４：００〜１６：００

11月21日㈰

立川綜合病院

33−3111

◇担当

田中

11月 7 日㈰
11月28日㈰

長岡赤十字病院

28−3600

弘

我が子を思うがあまり、「大きくなった時に心配…」との思いから、しつけのつもりで、つい
叩いたり感情的に怒鳴ったりしたくなることはありませんか。

医師（三島病院）

叩いたり怒鳴ったりすることは、反省している子どもの姿から、一見効果があるように見えま

◇その他
・秘密は固く守られます。

すが、恐怖で子どもをコントロールしているだけで、なぜ叱られたのか子どもが理解できていな

・完全予約制です。

いことがあります。

（相談を希望される方は事前に予約をお願いします。）
長岡中央綜合病院

35−3700

・役場保健福祉課

保険健康係（☎７８−２２９３）

小児救急医療電話相談

体罰や暴言に至るまでには、様々な要因があります。特に、
「イヤイヤ期」や「反
抗期」は成長の証とわかっていても、親自身が戸惑うこともあります。そんな時
は、子どもに「してほしい行動を具体的に伝える」ことを試してみてください。

大人（概ね15歳以上の方）

緊急医療電話相談

# ８ ０ ０ ０

# 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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「愛の鞭」を捨てるために

POINT １ 子どもの気持ちと行動を分けて考え、育ちを応援しましょう

夜間に救急車を呼ぶ？ 病院に行く？ 迷ったときは・・・
15歳未満のお子さん

そして、最初は「愛の鞭」でも、いつの間にか「虐待」へとエスカレートしてしまうこともあり、
結果的に脳が傷つき大人になってからも精神的な問題を持ったりすることがあります。

【お申込み・お問い合わせ】

※「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。

25

せに

子どもをすこやかに育むために〜愛の鞭ゼロ作戦〜

■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。

11月14日㈰
11月23日㈫
12月 5 日㈰

やかに

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。

POINT ２ イライラが爆発する前に、クールダウン
疲れやストレスで、ちょっとしたことでもイライラすることは誰にでもあります。そん
な時は、
「安全を確保して、その場から離れる」
「深呼吸する」
「窓を開けて風にあたる」クー
ルダウンの方法は人それぞれです。自分なりの方法を見つけてみてください。

POINT ３ 親自身が SOS を出しましょう
一人で抱え込まず、誰かにその気持ちを話してみませんか。
【子どもに関するさまざまな相談連絡先】
● 保健福祉課こども未来室（多世代交流館きらり内）（☎８６−５５８０）
● 長岡児童相談所（☎３５−８５００）

きらりオンライン
子育て相談

2021（令和3年）.11.5
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る手続きです︒
訴訟に比べると︑申立て

の住宅火災の原因第１位は
ス ト ー ブ に よ る 火 災 で す︒

きが非公開で行われるため
しょう︒

の正しい使用方法を守りま

火災を防ぐため︑暖房器具

当事者のプライバシーが守
■注意するポイント

が簡単で費用も安く︑手続

られます︒

用する

ら離し︑安全な場所で使

・カーテンや障子戸などか

干さない

・暖房器具の上に洗濯物を

ち運びをしない

・火をつけたまま給油や持

める

・給油後は栓をしっかり閉

使う

・燃料は指定されたものを

・十分な点検整備を行う

取扱説明書をよく読む

・初めて使用するときは︑
時〜

■調停相談会
○日時
・ 月 日㈭︑午前
○会場

時まで

・アオーレ長岡多目的室Ａ・

午後
適正化委員会︵☎０２５
Ｂ︵アリーナ２Ｆ︶
○相談事項
・交通事故︑金銭︑土地建
物︑公害︑家庭の問題
○相談担当者
・新潟地方・家庭裁判所所
属調停委員
※相談無料︑秘密は固く守
・ヘアスプレーなど︑引火
の危険があるものを近く

られます︒
■お問い合わせ
で使わない

ー８７１１︶

・長岡労働基準監督署︵☎

■お問い合わせ

にご相談ください︒

監督署またはハローワーク

いない事業主は︑労働基準

８２︶

︵☎０２５７︱ ︱１３

・柏崎市消防本部予防課

■お問い合わせ

は完全に火を消す

・外出するときや寝るとき

・ 長 岡 地 区 調 停 協 会︵ ☎
ー２１４１︶

暖 房 器 具 は 正し く 取 り 扱
いましょう

事業主は︑労働者を１人

冬期間は暖房器具が原因

新潟県では︑仮渡し金の
でも雇っている場合︑労働

本に置きながらも争いの実

放送大学はテレビやイン
下落や作付け不良などによ

保険︵労災保険・雇用保険︶

の火災が増えます︒新潟県

ターネットを利用して授業
り︑農業経営への影響が懸

に加入しなければなりませ

情に応じた柔軟な解決を図

示を行い︑法的な観点を基

ように︑助言や解決案の提

得の上で問題を解決できる

調停は︑当事者双方が納

調停相談会を開催します

︱２８１︱５６０９︶

情報
掲示板
福祉サービスに関する
苦情相談窓口

高齢者や障害のある方な
どが利用している施設や訪
問介護サービスなどで︑説
明を受けた内容と違ってい
たり︑職員の対応に不満が
ある場合などは事業所に苦
情を申し立てることができ
ます︒
しかし︑解決しないとき
や話しにくい場合は︑新潟
県福祉サービス運営適正化
委 員 会 に ご 相 談 く だ さ い︒
苦情解決のお手伝いをしま
す︒相談は無料で︑秘密も
守られます︒
■お問い合わせ
・新潟県福祉サービス運営

を 行 う 通 信 制 の 大 学 で す︒
念されるため︑経営相談窓

ん︒労働保険は各種給付金

１人でも 雇った ら 労 働 保
険に必ず加入を

幅広い分野を１科目から学
口を設置しました︒

のほか︑雇用の安定のため

米価下落等に伴う経営相
談窓口

べます︒
■実施内容

放送大学では４月入学生
を募集しています

■出願期間

に事業主に支給される助成

日㈰︑

日㈪

①資金繰り対応︵制度資金

日㈮〜２月

金など︑労働者はもとより

・ 月
の活用など︶への支援

■大学説明会
日㈰︑１月
日㈯︑

まだ加入手続きを行って

のできない制度です︒

事業主のためにも欠くこと

月
日㈰︑ 月

術などへの支援

②作付転換やコスト低減技

・
月
■実施日時
午前８時 分〜午

長岡市

袖山 リエ さん
榎本 敬子 さん

（広告）
（広告）

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

産業観光課農林水産係（☎７８−２２９５）
お問い合わせ
※再振替日は 12 月 10 日㈮です。
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税理士法人 ツチダ会計

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

11月分

33

東京都北区

納税はお忘れなく！

209,650円（期間:8月5日〜10月8日）
■町営住宅使用料

38

（木折町１区）

募金総額
11月分

・平日

10.23

てられます。皆さまのご協力に深く感謝申し上げます。

■水道下水道使用料

日㈰

77

30 分 500 円 ( 税込 )
先ずは、 電話にてご予約下さい

■ 後期高齢保険料（普通徴収）第5期分

日㈯︑３月

小甲美智夫

集まった募金は海難救助を行うボランティア救助員の支援に当
■ 介護保険料（普通徴収）第8期分

月

令和３年 10 月 31 日現在住民基本台帳
（ ）内は前月比

後５時 分︵当面の間︶

２人

分

転出

午後１時

12 人

○開始

10.22

妻入りの連なる屋根や秋の声

転入

■お問い合わせ

５人

新潟学習センター

死亡

○会場

77

良寛の背にも慈悲や秋茜

０人

・長岡地域振興局農林振興

勝

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5期分

10

出生

■お問い合わせ

人口のうごき

部普及課︵☎ ー２５５

2,193人 （＋ 5）

30

・ 放送大学新潟センター

山田

青い羽根募金運動に
ご協力ありがとうございました

11 月 29 日㈪です。

3 18

女

７︶

条）
（神
10.13

しげ子

︵☎０２５︱２２８︱

教
76

真
正明
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1,719世帯 （＋ 8）
世帯数

谷）
（滝
83

弘
河崎サチ子

（入選句）
2,019人 （± 0）

30
悼
追

２６５１︶

令和３年 10 月１日～ 10 月 31 日
までの届出分・敬称略

俳句ポスト
男

15

28
6 12 16

26
26 30 19
※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。

ワンコイン相談 実施中！
今月の町税等の口座振予定日は、

11

35
4,212人 （＋ 5）
口
人

志

2

11

1 12
2

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 11 月号 /vol.558

主な行事などの開催状況一覧
行事名

開催日

きらっときらり子育てフォーラム

11月 ７ 日(日)

実施します。

姉妹都市交流町民号

11月14日(日)

中止します。

献血・骨髄バンクドナー登録会

11月16日(火)

実施します。

町民ソフトバレーボール大会

11月21日(日)

実施します。

こどもお仕事交流館

11月23日(火)

実施します。

町民卓球大会

12月 5 日(日)

未定。

きらりクリスマスパーティー

12月18日(土)

実施します。

（11月～12月）

開催状況

お問い合わせ
こども未来室

（☎86-5580）
総務課地域政策室企画係

（☎78-2290）
町民課町民係

（☎78-2294）
町民体育館

（☎78-4700）
こども未来室

（☎86-5580）
町民体育館

（☎78-4700）
こども未来室

（☎86-5580）

※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。

とじる・保存する・しあわせ！
令和３年 11 月 5 日発行

良寛記念館寄贈・寄託作品展
良寛記念館では秋の企画展として、これまで受けた寄贈・寄託

出雲崎町 総務課

◆発行・編集

作品の展示を行っています。良寛遺墨をはじめ、数々の文人墨客
の作品が展示されています。本企画展の目玉となる作品、良寛の
道友であった有願和尚の六曲一双「龍虎図屏風」は今回が初公開
となります。
企画展会期

12月28日㈫まで

編 集 後 記

本文中で読書週間のＰＲ

をしたこともあり︑読書の

秋ということで︑良寛関係

の本を読んでいました︒広

報で紹介した良寛記念館収

蔵の作品なども登場し︑郷

土の偉人をより身近に感じ

ることができました︒

実は久しぶりに紙の本で

読書をしました︒普段は電

子書籍がメインです︒本の

置き場所に困らないのが一

番のメリットだと思ってい

ますが︑やはり紙をめくる

感覚はより読書をしている

気分に浸らせてくれます︒

好きな古典に﹁更科日

記﹂という平安時代の女性

が書いた自叙伝がありま

す︒その中では︑都で話題

になっている源氏物語を念

願叶って読むことができた

喜びと︑物語の登場人物た

ちに憧れる姿が描かれてい

ます︒当時も今も読書の本

質は変わっていないように

思います︒︵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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