平成13年
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﹁お母きんぱ宇宙人﹂

橋幸夫さん講演会

8月5日㈹︑ユーモール2階大ホールで︑福祉講演会

として橋幸夫先生を講師に迎え︑﹁お母さんは宇宙人﹂と

いう題目で痴呆症に関する実体験を講話していただきま
した︒

その中で︑橋先生が痴呆症の人に対する接し方として︑

﹁かわいそうだ︑残念だという感情を持たない﹂﹁周囲の

人達の協力をあおぐ﹂﹁思いやりをもって接する﹂ことに

よって︑ストレスを感じさせないように介助していくこ

とが大切だと述べました︒

また︑﹁家族・家庭﹂という観点からも追求し︑﹁家庭

の破壊は全ての破壊︑家族がちゃんとしていれば︑﹃幸せ

だ﹄と感じることができる︒﹂と力説し︑生きていく上で

大切なのは﹃経済﹄ではなく﹃生きる﹄事︒そして生き

ていくための源が﹃家庭﹄にあると説明しました︒
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先象師マ場時回

中里村総合センター

2階大集会場

﹁身近な人権問題について知ろう﹂

内舩正俊

新潟地方法務局十日町支局長

中里村公民館

盈6312493

︵男性の参加も大歓迎︶

原則として村内に居住または勤務の女性

先生

9月4日爾一午後7時30分〜9時30分

︻第2回女性いきいきセミナー︼

璽対講テ会日第
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◆期
日

フロンを使用してしるすべての

地球の未来のために︑皆さん

環境省地球環境局環境保全対

BO313581−3351

1泊2日

難叢ゴ﹄ろの工房﹄

10月13日〜14日

県立青少年研修センター

策一課

場

人の協力と理解が必要で死

◆会

・陶芸

・籐細工

・リースづくり

80名

◆参加対象 18歳以上の青年︑社会人

◆研修内容

員

・プ一フスチック文鎮

◆定

！︑仁

■■

出を防止し︑オゾン層の保護及 適切に回収．処理謹るた⑳には︑

13

9月はオゾン層

10二〇〇〜16二〇〇

◆経
費 4︑000円
◆申込方法

所定の申込書を郵送またはFAXで︑研

凶L
『■

修センターに申し込んでください︒なお︑

轡一

▲
∠【

1

電話での申込みも可能ですゆ定員に達し

次第締め切ります︒

◆申込み先

〒95310012

西蒲原郡巻町越前浜559711

県立青少年研修センター

10月9日ωり

佃025617712111

◆申込み締切り

』鞘

12

び地球温暖化の防止を図るもの

・介護

14

で死︑

健康

2

4

10：00〜12：00

保護対策推進月間

金

13二30〜15二30

業務用冷凍空調機器の廃棄に

税

17

◆フロン回収破壊法の実施

公的年金・公的保健

3

5

19

13：30〜15：30

のご協力をお願いします︒

呆

25．29

17．27

13：30〜15二30

当たっては回 収 業 者 に ︑ 自 動 車

痴

第4木曜日
第1水曜日
第3水曜日
第1火曜日
第2金曜日
第2木曜日

平成14年4月1日から︑﹁フロ

療

1，15，22，

3，10，

13：30〜16二〇〇

◆問合せ先

医

毎週月曜日

の廃棄に当たっては引取業者に

律

適切な依頼をせず︑フロンを

法

ン回収破壊法﹂が施行されます︒

専門相談（予め予約が必要です）

処理を依頼していただくことに

（士日祝日・年末年始は除く）

これは︑業務用冷凍空調機器や

毎週月曜日から金曜日9二〇〇〜17：00まで

よろず相談

なります︒

10月

9月

相談時間

相談目

相談の種類

BO25−285−4165

力！エアコン︵特定製品︶冷媒

月から10月の日程は次の通りです。

として使われているフロンの放

新潟県高齢者総合相談センターでは、お年寄りやその家族の方ノマが抱

える悩みごとや、心配ごとの相談を無料でお受けしています。なお、9

・！i繍固齢署轡齢ρ

≡口・
謄

、1

4月より現在まで、約190人の方々がI T講習会を受けました。上期の申込みも問もなく締め切られます。ま
だ、下記のコースは、定員に満たないのでこの機会に1度も受講していない方は是非、応募ください。
なお、下期の計画もありますが12月上旬で終了しますので冬季を希望している方は年内に受講下さるようお願
いします。また、定員に達していない教室では、再受講できますので欠席された方は公民館まで連絡ください。

◎Aコース（平日夜間）

開催日

受講番号

Nα9（午後7時30分〜9時30分）

9月5・6・7・12・13・14日（毎週水・木・金）

◎Cコース（毎週土・日曜）受講番号卜Nα21（午後1時〜4時）

受講番号

開催日

Nα22（午後6時30分〜9時30分）

9月1・2・8・9日

◆講習内容
①パソコンの基本操作

②文章の作成

③インターネットの利用

④電子メールの送受信

以上の講座で1人2時間を学習する。参加費は資料代として初日に千円いただきます。

〜lT講習会の指導者及び講師のサポートをさらに募集しています〃〜
パソコンに詳しく、講習の講師や補助者となる意欲のある人を募集しています。活動内容は、I

T講習会で受

講者の指導や、講師のサポート等に携わっていただく方です。

詳細は公民館まで連絡ください。

E63−2493

2
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9月の「ドーム中里き☆ら○ら」では、9月中旬の星空奏出達

宴

皆さんのご来場を、お待ちしています。

★
糞と特集「ヘラクレス物言乱筋送りしま引

★
1☆定期投影9月2日●9日●16日・23日
∪モール

2階

姿☆入場料中学生以下／00円・一般200円
姿☆ミュージック・プラネタリウム

萎

期日未定

午後7時30分〜

委☆連絡先中里村教育委員会E63−4478
姿
姿
委

ユーモール
ホームページ

B63−2414（士・日曜・祝日）

http：／／www．tiara．or．jpかnabe／

導訓練︑救 援 物 資 輸 送 訓 練 ︑

場

★．誘
応急救護訓練など

午前／／二〇〇〜／／：40

姿☆会

★

宴救避
1出難
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★
★

★訓訓
鰍錬

貝野小学校 05ウ︐卜羅
中里村防災訓練が実施虐れまず

妻

貝野小学校グラウンドで︑中里村消防団秋期演習にあわせ︑中里

1勤大三筋軸とした星座たるが輝し、てい菰1離

※雨天の場合︑防災訓練は中止になります︒

婁 夏休みも終わりに近づき、少しずつ秋の気配が漂ってき婁訓訓
☆
☆練練
馨ました。夜には秋の虫たちの声も聞こえます。この時期天姿
・・
奪頂には、こと座、はくちょう座、わし座の一等星からなる糞高情

ラ
時9月2日旧午前9時翰分〜−o時50分

嚢消通内

所 貝 野 小学校グラウンド

妻

村防災訓練が実施されます︒住民の皆さん参加による︑避難誘導訓
練や初期消火訓練︑十日町地域消防本部のはしご車による高所救出

事 馨初火訓場
◆◆

訓練などが行われる予定です︒皆さんお誘いあわせのうえ︑ご覧下

箕

さい︒

一☆融んな置き羅ね」☆〜

◆日

・

箸

◆場

歯嚢★☆★☆激★漁☆★嚢★★★☆癬☆★☆★★撫☆★嚢★☆歯★★嚢★嚢廠☆禽☆喪★索★禽★禽☆★☆歯★歯☆★☆喪★★

萎
婁

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

〒95118113

暮らしなんでも相談

康や園芸など︑暮らし全般の悩

金融・税金・相続・教育・健

みやト一フブルについて︑専門家

新潟市寄居町322−38
労金本店内

がお手紙相談にお答えします︒

郵便ですので︑お忙しい方に

・9月28日囲 保健センター 14：00〜14：30受付 対象者：H11・4月〜H12・3月生
◆胸部検診 〜レントゲン〜

EO25122813411
飼新潟県勤労者福祉厚生財団

対象者：H11・4月〜H12・3月生

〜はしか〜

最適です︒相談内容は秘密厳守

◆風しん

対象者：H13・1月〜H13・6月生

﹁暮らしなんでも相談室﹂

・9月14日働 保健センター 14：00〜14：30受付
◆三種混合 〜百日せき・ジフテリア・破傷風〜
・9月20日㈱ 保健センター 14：00〜14：30受付

いたします︒お気軽なご利用を

◆反応およびBCG

お待ちしております︒

◆ツベルクリン検査 〜結核〜
・9月12日㈱ 保健センター 14：00〜14：30受付 対象者：H13・1月〜H13・6月生

相談内容と返信用封筒同封の

◎8＠朧8㊤

・9月18日㈹

うえ︑次の相談先へ郵送して下

対象者：9／18．9／19胸部検診受診者・一般希望者
◆胃がん検診・大腸がん検診 〜30歳以上〜
・9月25日（火〉倉俣集落開発センター 7：30〜10：00受付

さい︒

庫窓口にもあります︒

対象集落：東田尻、角問、葎沢、土倉、倉下、小出、西方、西田尻
重地構造改善センター 11：00〜11：30受付 対象集落：重地、清田山、下山、田代
倉俣集落開発センター 13：00〜13：30受付 対象集落：芋川、倉俣、原町、新里
宮中集落開発センター 13：50〜14：20受付 対象集落：宮中
堀之内集落開発センター 14：30〜15：00受付 対象集落：新屋敷、本屋敷、堀之内
・9月19日㈱
保健センター 10：00〜12：00、13：00〜15：00受付 対象集落：上記以外
◆肺がん検診 〜喀疾細胞診〜
・9月28日囲 役場住民ホール 9：00〜11：00受付

◆相談先

10：00〜10：30受付

※相談用紙は︑最寄りの労金金

清津峡小学校前

対象集落：芋川、倉俣、原町、新里、田代
・9月26日㈱

7：30〜10：00受付

︵8／⑩号︶

平成／3年7月25日

正してお詫び申上げます︒

広報なかさとお知らせ版

・人生往来の記事について
﹃出生﹄の部分で保坂泰裕・弥
生夫妻の苗字を﹁保阪﹂と誤っ
た掲載をしてしまいました︒訂

3

﹁事業地区の耐雪﹂←﹁事業地

対象者：保育園入園前の乳幼児及び保護者
◆乳幼児身体測定
・9月4日㈹唱保健センター一 9：30〜11：00受付 対象者：保育園入園前の乳幼児

・克雪住宅協調整備事業地区のお
知らせの記事について

H11・12月〜H12・1月生、H11・4月〜H11・7月生
◆遊びの教室『
・9月18日㈹ 総合センター 9：30〜10：00受付

区の指定﹂︑﹁※融雪式について

対象者：H13・4月〜H13・5月生、H12・10月〜H12・11月生、

は融雪式に含みます﹂←﹁耐雪

◆乳幼児健康診査
・9月7日働 総合センター 13：00〜14：00受付

をそれぞれ訂正いたします︒

対象集落：新屋敷、本屋敷、堀之内
対象集落：宮中

式については融雪式に含みます﹂

堀之内集落開発センター
宮中集落開発センター

／9月1日〜9月20目＼

菖あOのカレンダー

池田医院禅箭鶉

1（土）

ドーム中里き☆ら○ら定期投影

2（日）

中里村消防団秋季消防演習

合ユーモール

大熊内科医院禅箭讐1

（D／1二〇〇〜／／二40

合貝野小学校グラウンド

09：／0〜／0：50

①山口医院禅箭誓1

3（月）

4㈹

女性いきいきセミナー

5㈱

補聴器相談（リオン） 合役場 （∋／3：45〜14：00
トキメキ大学 合総合センター （∋／9：30〜2／：30

乳幼児身体測定

合総合センター

合保健センター

0／9二30〜2／二30

中条病院響冨鴇1

（D9：30〜／／二〇〇

第二藤巻医院奮8丙2躍

6（木）

心配ごと相談（廣田和子）合ディサービスセンター

7囲

0／3二30〜／6：00
乳幼児健康診査 合総合センター

0／3二〇〇〜／4：00受付

8㈹
9（日）

10（月）

ドーム中里き☆らoら定期投影

合ユーモール

補聴器相談（キコエ）

（D／5：30〜／6：00

合役場

（D／／二〇〇〜41：40

◎障害者多数雇用事業所見学会・市民講

11㈹
12㈱

座への参加
ッベルクリン検査

合保健センター

◆日

（D／4二〇〇〜／4：30受付

13休）

時

9月13日（湘
午前9時40分〜午後4時20分

◆見学先
心配ごと相談（樋□虎治郎）合ディサービスセンター

㈱新潟県厚生事業共同公社

（D／3二30〜／6：00

14囲

ッベルクリン反応およびBCG

◆市民講座
「障害者の雇用を考える市民の集い」

合保健センター

（D／4：00〜／4：30受付

（長岡ベルナール）

15㈹

◎障害者・高齢者のつどい

16（日）

ドーム中里き☆ら○ら定期投影

合ユーモール

0／／二〇〇〜／／：40

◆日程10月11日（木〉
新潟東映ホテル
◎集団選考会

17（月）

18㈹

胸部検診（詳しくは「9月の保健だより、を参照）

19㈱

補聴器相談（リオン） 合役場 （D／3二45〜14二〇〇
胸部検診 合保健センター （D10二〇〇〜／2二〇〇、／3：00〜15：00受付

遊びの教室

20（木）

三種混合

合総合センター

合保健センター

◆日

（D9：30〜／0二〇〇受付

時10月15日（月）

午後2時〜4時
◆場所十日町地域地場産業振興セン
ター（クロス10）

（D／4二〇〇〜／4：30受付

◎問合せ先
※変蕪繋蕎場麟撚お縷謙蒙の潔駕㊥際麟確認巻お願騨麟議蝶。

ハローワーク十日町、

盈57−2407

鶴

憲

引き揚げ者の皆様へ

税関では︑終戦後の混乱期に

戦地から引き揚げてきた方々が︑

当時国内に持ち込むことができ

ず税関等に預けた通貨や証券な

どをお返ししています︒

これは︑昭和28年から実施さ

れているもので︑お心当りの方

はお気軽にお問合せください︒

お返しする通貨等は以下のも

のです︒

◎終戦後︑外地から引き揚げて

きた方々が上陸地の税関・海

運局に預けた通貨・証券など

◎外地の集結地において︑総領

事館等に預けた証券などのう

ち︑その後︑日本に返還され

たもの

これらの手続は︑本人だけで

なく家族の方々も問合せするこ

とができます︒また︑実際に預

けたかどうか不明な場合でも調

査できることがあります︒

なお︑上陸港が新潟以外の方

でもお気軽にご相談ください︒

◆問ムロせ先

新潟税関支署統括監視官部門

〒95010072

新潟市竜が島1−5−4
新潟港合同庁舎

猛025i24419314

4

