広報なかさと

ず
灘

平成16年
［2004年三］

愚

発行／中里村役場

編集／総務課

〒949−8492新潟県中魚沼郡中塁村大字田沢己2133番地TEL．0257−63−3111FAX．0257−63・2044
ホームページ類鞭：〃www．vi茎L照kasato．niigatajr）Eメールinfo＠vi1Lnakasato．migatajp

㌦
漂一

犠．執︑

．嚢

1『一
撫、

笈．

響

、

・
難

魏

愚

鵡護
，1レー

一饗驚灘、

灘驚．︑

融

醗雛 難

ぎ

・唾覧

麟

霧
鷲

護叢

騰

野繕

︐駕

灘、

繋・

譲
烈毒

心

﹄

懸

懸

重

灘

講

鑛

號

響

灘

鐵霧嬬、鵜羅認

ン▼

6月15日㈹、貝野保育園では避難訓練が行わ
れました。最初にビデオを見て、火を取扱う事
は危険があることを学びました。その後、非常
ベルの合図で集合し、非常ロから外へ避難しまし
た。中にはおどおどする園児もいて、慣れるには何回
か練習が必要のようです。佐藤園長は「1回目はベルを聞き、

集合するまで。2回目は非常ロヘ行くまで。3回目の今回は初めて外に
出た。徐々に慣れてもらうことが大事。」と話していました。このよう
な訓練は月に1回、村内の各保育園で行なわれています。
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奪田町広域圏合併協議会

轡
第4回

5月31日（月）、松代町総合センターにて第4

回十日町広域圏合併協議会が行われました。協

十日町広域圏

定書による協議があり、そのほか新市建設計画

合併協議会

財政計画の進捗状況と今後の対応や、新市の市
章小委員会の設置について協議されました。

■保健衛生（乳・幼児健康診査）
合併時は現行どおりとする。乳幼児健診は、成長に合わせた適正な月齢で実施することが大切であるが、毎
月健診している十日町市以外は、現行では適正月齢児の受診ができないため、住民の理解を得られた地域から
順次統合し、健診内容の充実を図る。

■商工観光（商工会・観光協会など）
商工会議所・商工会は関係団体が統一できるよう、新市として働きかけ、支援を行う。既存の観光協会は現
状維持とする。また、観光関係各種イベントは継続し、その補助金等については、新市で検討する。

■克雪利雪
馨道路除雪…除雪方法は、すべて委託除雪とし、直営除雪は廃止の方向で調整を図る。なお、出動基準は、車

道積雪深10cm以上、歩道積雪深15cm以上とし、基準の判断は各市町村の判断とする。
馨克雪住宅…克雪住宅整備助成は、新潟県の補助制度が継続する間は現状維持とし、その後は、新市において

検討する。

■上水道・下水道
馨水道料金…十日町地域、川西地域、松代地域及び松之山地域は、十日町市の例による。中里地域は、現状ど

おりとし、5年後に新市の水道料金を調整する。
難下水道使用料…十日町市と中里村の中位程度とし、下水道受益者負担（分担）金は、継続する。

■学校教育
馨小中学校の通学区域…合併時は現行どおりとし、その後、児童生徒数の推移などに合わせた通学区域の再編

成を検討する。
馨スクールバス…当分の間、現行どおりとし、合併後、新市の生活交通確保計画において検討を行う。

■学校教育
麟

㍑
象

避

を目処に分館を含めた組織体制を見直す。

撚

馨公民館の設置…十日町市の本館及び地区館並びに4町村の主要
な公民館を新市に引き継ぎ、活動実績等を参考に、合併後5年
馨各種イベント…成人式、美術展、運動会は統合する。スポーツ

講

教室、各種市民スポーッ大会は、新市の教育委員会、体育指導

委員会及び体育協会で調整する。ただし、現在の地域で開催可
能なスポーツ教室は、継続して実施する。
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郡市陸上竸技大会結果
日時：平威16年6月1日（火）

会場：笹山陸上競技場

3位南雲圭太（2年）

男 ●100M
●200M
子 ●400M
●800M

4位桑原 智（3年）
6位鈴木大貴（2年）

7位南雲圭太（2年）

1位樋ロ葉太（3年）

4位鈴木大貴（2年）

7位鈴木正樹（2年）
●1500M
●3000M

5位藤田宗丈（3年） 8位樋ロ葉太（3年）
5位藤田宗丈（3年）

●4×100MR4位樋ロ祐也（3年）、南雲圭太（2年）、

樋ロ陽平（3年）、桑原

智（3年）

●110MH 1位樋ロ陽平（3年） 2位桑原 智（3年）
●JR100M 7位藤ノ木拓馬（1年）
●JR500M 3位田中陽平（1年）
●JR4×100MR3位井之川渡、田中陽平、斉喜 渉、

女 ●100M

6位瀧澤ちなみ（3年）
●200M
2位瀧澤ちなみ（3年）
8位中島由貴（2年）
子 ●800M
●1500M
7位中島由貴（2年）
●4×100MR5位岩崎礼華（2年）、瀧澤ちなみ（3年）、
赤沢美保（3年）、小野塚春奈（2年）
●JR100M 6位井之川香奈（1年）
●JR4×100MR4位井ノ川春奈、大島佑佳、渡辺陽菜、

滝沢未来…1年

藤ノ木拓馬…1年

●走幅跳

4位岩崎礼華（2年）
3位小野塚春奈（2年）

●三段跳

6位樋ロ祐也（3年）

●砲丸投

●砲丸投

1位鈴木

●JR走幅跳1位渡辺陽菜（1年）

清（3年）

中里村スポーツ少年団
春季少年野球大会結果

5月8日出︑鷹巣グラウンド

田沢ジャニーズ

︵宮中︶にて︑春季少年野球大会

1位

貝野イーグルス

︑姦

撫

が行なわれました︒結果は下記

2位

フェニックス

『

のとおりです︒

3位

翼

︵貝野イーグルス︶

広田健汰

滝沢元気

︵田沢ジャニーズ︶

最優秀賞藤田将

優秀賞

優秀賞
︵フェニックス︶

顕
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5位赤沢美保（3年）

選手宣誓をする服部誠選手
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もう一度確認！スピード・シートベルト・交通ルール
平成16年6月14日〜7月13日

交通死亡事故抑止緊急対策を実施

県内では交通事故が連続発生する異常事態となっています。このため、交通死亡事故抑止緊急対策を県
内で実施しています。十日町警察署管内でも、交通死亡者数が昨年と比べると2．5倍となっています。

今後、本格的な夏場を迎え、暑さからくる披轄で注意力散漫となり、更に交通事故の多発が予想されま

す。交通事故を防止するために、一人一人がそれぞれの立場で交通ルールを守り、思いやりのある心を持
って行動しましょう。

●県内6月の事故状況…高速道路で3件の交通事故が発生し、7人の方がなくなるなど、13日間で19人の
方が死亡する異常な事態となっています。
●6月16日までの県内事故件数
本

3

年

前

年

●6月16日までの十日町警察署管内事故件数
本

増減数

増減率
1．9

発生件数

12．5

死者数

発生件数

6，451

6，329

122

死者数

90

80

10

負傷者数

8，157

7，865

292

3．7
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負傷者数

年
131

5
164

前

年

増減数

114

17

2
139

3
25

増減率

14．9
150．0

18．0

夏休みの一日、魚沼の豊かな自然に触れ、環境について学んでみませんか？

〜水生生物を指標とした水質調査会及び環境学習会のお知らせ〜
1．実施日時

平成16年7月24日（士）9：00〜13：00

2．実施場所

南魚沼郡塩沢町

登川（長大橋：登川河川公園周辺）

3．集合場所

塩沢町役場（正面玄関前）…マイクロバス利用
長大橋（登川河川公園）……現地集合
4．対象者 小学生、一一般など
5．参加申込 7月14日㈱までに、主催者（新潟県六日町地域振興局 健康福祉環境部）に直接ファックス等
で申し込むこと。
6．お問い合わせ先 新潟県六日町地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課
担当：加藤、小林、佐藤（TEL．025−772−8154

地域材活用公開セミナー

﹁木材は今﹂

地球温暖化と地域資源の活用

本当の豊かさってな〜に？
物に溢れても私たちのふるさとは病ん

でいくばかり⁝︒

だからもう一度見つめ直そう⁝︒美し

く豊かなふるさとを再生するために︒

十日町情報館視聴覚ホール

有馬孝禮氏

◆日時 7月10日 午後1時45分〜

◆会場

◆入場料無料

◆講師

︵宮崎県木材利用技術センター長・東

京大学名誉教授︶

◆お問い合わせ先

晋5
7−8657︵魚沼木材協︶

（全国明るい雪自治体会議）

地域材活用セミナー実行委員会事務

局

十日町教科書センター

︵十日町情報館︶

平成16年6月18日囲

〜7月6日吹

午前9時30分〜午後

教科書展示会のこ案内

◆会場

◆期間

①平日

午前9

※月曜日及び月末︵6月30日︶は休館

◆時間

8時︵月曜を除く︶②土日

時30分〜午後5時

◆展示品 平成17年度使用小・中学校︑

高等学校教科書

書を展示︶

︵※文部科学省の検定を通った全教科

第7回雪サミット開催1

FAX．025−772−2190）

，聴舞診なゐ、さと
『パートタイマー・夏休み期間アルバイト』募集

雪サミツトは雪国の新しい可能性について創造し、

安全で快適な「人と雪の共生」を実現するため、雪

国の自治体が連携、協力し合って、活力ある地域振
興と生活の向上に寄与することを目的に設立されま
した。雪国の新しい可能性について全国で取り組ま

れている情報を是非お聞きください。皆様のお越し
をお待ちしております。

〈仕事内容〉 食堂サービス係り
〈時
給〉 680円（※試用期間3ケ月終了後700円
となります）
〈勤務時間〉 8時間勤務の3交代
①7時〜16時②11時〜20時③12時〜21時
〈待
遇〉 各種保険制度あり
交通費支給・賞与
〈申込み先〉 株式会社なかさと（担当二金澤）

7月6日B：30〜（受付ニキナーレ広場）

忠63−4822

第7回全国明るい雪自治体会議
施設見学会・全体交流会

〈仕事内容および勤務時間〉

7月7日9：00〜（クロス10大ホール）

10時〜17時・14時〜21時（2交代）

開会式・基調講演など

●お問い合わせ・お申し込み先

第7回全国明るい雪自治体連絡協議会
（十日町市役所
TEL

雪・水対策課克雪水対策係）

O257−57−3111

FAX

①売店レジ係り

O257−52−4635

②食堂サーヒス係り
8時〜16時・11時〜19時・12時〜20時（3交代）
③館内清掃・プール監視係り
8時〜16時・11時〜19時・13時〜21時（3交代）
〈時
給〉 645円
〈アルバイト期間〉 平成16年7月17日（土）〜8月29日（日）

ホームページhttp：／／www．city．tokamachi．niigatajp／

〈募集締切〉

E−mail

〈面接日〉平成16年7月10日（土）・7月11日（日）

yukimizu＠cit》んtokama（hLniigatajp

平成16年7月10日（土）

〈申込み先〉

ミオンなかさと

晋63−4811
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鑛二鞍

さまで9周年を迎えました。7月はこの9周年を記念して、ミ
ュージックプラネタリウムを無料投影とします。またその時に
「ちびっ子天文博士」の認定式も開催します。これからも、ス
タッフー同皆様に喜ばれる番組作りをしていきますので、応援 …
をよろしくお願いします。

さて、7月の「ドーム中里き☆ら○ら」では、7月中旬の星1
空と、特集「地球の大きさを最初に測った人、エラトステネス
物語」をお送りします。ご来場をお待ちしています。

★定期投影
藝

9・・イ嘱α丘li

・7月20日（火）上村病院13：30〜14：20受付
14：00〜16：〔）0受付

・7月27日（火》たかき医院 14：00〜16：00受付
・7月29日（木）たかき医院 14：00〜16：00受付
◆精神相談日
・7月2日（金）工房なかさと 14：00〜14：30受付
（前日までに民生課に予約してください）
◆三種混合（百日せき・ジフテリア・破傷風）
・7月1日（湘 保健センター 14：00〜14：30受付

対象者：H15．4月〜Hl6．3月生、

生後3ヶ月〜90ヶ月までの未接種者
・7月28日依）保健センター 14：00〜14：30受付
対象者：H15．4月〜Hl6．3月生、

生後3ヶ月〜90ヶ月までの未接種者
14：00〜14：30受付

対象者：生後1歳〜90ヶ月までの未接種者

7月4日・11日・18日・25日

場

ユーモール

2階

★入場料

中学生以下100円・一般200円
★ちびっ子天文博士認定式とミュージック・プラネタリウム
7月10日（土） 認定式 午後6時45分〜
ミュージックプラネ投影 午後7時〜「チェン・ミン特集」
★連絡先
中里村教育委員会忠63−2493（中里村公民館）

ユーモール四63−2414（土・日曜・祝日）
★ホームページ

http：／／www．tiara．oLjp／〜nabe／

平成16年度

十日町地域広域事務組合

消防職員採用試験

霧一

・7月2日（金）たかき医院 14：00〜16：00受付
・7月5日（月）たかき医院 14：00〜16：00受付
・7月8日（木）たかき医院 14：00〜16：00受付
・7月13日（火》たかき医院 14：00〜16：00受付
・7月15日（木）たかき医院 14：00〜16：00受付

のご案内
1．採用職種及び採用予定人員

きお
．難

消防士（上級及び初級）若干名
2．試験方法
（1）第一次試験…教養試験および体力試験
（2）第二次試験…口述試験および身体検査

3．試験の期日
（1）第一次試験…平成16年8月29日（日曜日）

（2）第二次試験…平成16年9月中旬〜下旬

4．受験手続き
（1）提出書類

ア．十日町地域広域事務組合職員採用試験申込書

イ．最終卒業学校または卒業見込み証明書

ウ．80円切手2枚（試験案内等通知用）
（2〉申込書受付期間

平成16年7月1日休）から7月30日（金）まで

◆乳幼児健康診査
・7月9日（金）総合センター

13：00〜14：0〔）受付

対象者：H16．2月〜Hl6．3月生
Hl5．8ノ」一一Hl5．9ノ」4三

H14．10月〜Hl4．11月生
◆遊びの教室
・7月21口（胴

総合センター

9：30〜10：00受付

◆乳幼児身体測定・健康相談
・7月6日（火》保健センター 9：30〜11：00受付
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曇
き

午前11：00〜11：40

1★会

●

◆麻しん（はしか）
・7月6日（火》保健センター

獄．ぐ萄

多くの皆様に支えられ、「ドーム中里き☆ら○ら」はおかげ

◆乳がん・子宮がん検診
（対象集落は健康カレンダーを見てください）

・7月23日（金）たかき医院

醗

﹇謬

憲

●﹁耐霞診断﹂と﹁耐霞改修﹂をしましょう

昭和56年︵1981年︶以前に建築された建築物には︑現行の

の︑1階にピロティー︵※︶があるものなどは耐震性に劣る場合

と一

，・嘱・・

、

一ド』』ム齢雛ぢ7蕩製襲内一

耐震基準を満たしていないものが多くあります︒また︑その後
に建築された建築物であっても︑壁や窓の配置が偏っているも

一

があります︒

※建物の2階以上に室を設け︑1階は柱を残して吹きさらしに
しておく建築様式︒
●住宅の耐腰診断をしてみませんか？

4

専門知識がなくとも︑木造住宅の簡易診断が出来るパンフレ

ット﹁わが家の耐震診断と補強方法﹂を配布しています︒十日
町地域振興局地域整備部の建築係へお間い合わせください︒
●耐腰診断・耐霞改修の助嵌制度をご剥用ください︒
住宅の耐震診断や耐震改修を行なう方のために︑資金の助成

盈0251280f5441

★新潟県耐震改修の融資制度お問い合わせ先

制度があります︒

新潟県建築住宅課

ニ

妬勲∫αω

捌；講，灘

L聾

幽

あなたの住宅は宜全ですか

騨

【お問い合わせ、申込書請求・提出先】

〒948−0036新潟県十日町市大字北新田1番地の10
十日町地域消防本部総務課庶務係

盈57−1556
ホームページ

FAX57−8499

http：／／www．tiara．or．jp／一nrel19／

メールアドレス

fire119＠maiLtiara．or．jp

蹴；繕駅》一

鴛継餓轟灘

で嚢獲騨謹1轟駄

日時：6月29日吹）午後7時から9時
ひ●N切

場所：クロス10大ホール（＋日町市）

瀞

圏ところ

◎じかん

C入L∈ND入K

心配こと相談（樋口虎治郎）圏デイサービスセン
ター ◎13：30〜16：00

精神相談日固

E房なかさと◎14：00〜14：30受付

2㈱撫、藷繍診固たかき蹴
市町村合併村民説明会
◎19：30〜21：30

固貝野小体育館

3佳）

加できますので誘い合わせのうえお気軽にお越しください。
【内容】

・平山征夫新潟県知事・日比野克彦氏（アーティスト）・北川
フラム氏（大地の芸術祭総合コーディネーター）によるてい談

・第2回大地の芸術祭報告及び第3回大地の芸術祭概要説明
・地域グループやこへび隊による活動報告など
・2004年8月1日（日）〜10日（火）開催

團ユーモール

4（日）お論響嘉らoら定期投影

5（月）巻餐缶，爵融穐讐診固たかき医院
麻しん（はしか）固保健センター

6㈹皇鵜窮鍵学健康相談固保健セ．ター
◎9：30〜lI：oo受付
補聴器相談（リオン）固役場◎13：45〜14：00
7（水） 市町村合併村民説明会 固総合センター
◎19：30〜21：30

8㈲

乳がん・子宮がん検診

固たかき医院

◎14：〔）0〜16：00受付

心配こと相談（南雲勝男）㊧デイサービスセンタ

9働

一

◎13：30一）16：00

乳幼児健康診査

固総合センター

◎13：〔）0〜14：00受イ寸

lO（む

大地の芸術祭「越後妻有2004夏10days」
11（日）

〜真夏の里山体験について〜
詳しくは当日会場にて発表いたします。

第20回参議院議員通常選挙投票日
ドーム中里き☆ら○ら定期投影固ユーモール
◎l

l：00〜l

I：40

補聴器相談（キコエ）固役場◎15：3〔）〜16：00

十日町地域広域事務組合

12（月）市町村合併村民説明会囮高道山体育館
◎19：30〜21：30
乳がん・子宮がん検診 固たかき医院

企画振興課

四57−2637

13㈹幕欄舗欝晶会固清津峡4、体育館

大地の芸術祭公式ホームページ

◎19：30〜21：30

http二／／www．echigo−tsumarijp／

14㈱葛慨諺慨説聡固総合センター

15㈲酷偽，灘偽幣固たかき醐

テレビ番組誌「参議院選挙版」

心配こと相談（村山篤稔）固デイサービスセンタ

、16樹翻雛猫議撫囎俣集落開発センター

を差し上げます。

◎19：30一）21：30

17仕）

7月11日に執行されます参議院議員通常選挙の啓発

七ツ釜祭り 固田代七ッ釜フィッシングパーク
◎10：00〜14：00

として、6月28日（月）から7月11日（日）までのテレビ番組

18（日）お儲欝

を掲載した冊子が作成されました。

モールに備え付けてありますので、ご自由にお持ち帰り
ください。数に限りがありますので、なくなり次第終了

とさせていただきます。

さとふれあい祭り固ミオンなかさと

ドーム中里き☆ら○ら定期投影
◎11：00〜11：40
19（月）海の日

役場、総合センター、歯科診療所、倉俣診療所、ユー

固ユーモール

20㈹謙濤蝋繁診固上村病院

中里村選挙管理員会

轡変更する場合があります。ご用の際は確認をお願いします。

文炉云にいざ按弟nロ万

作品を募集

発行10年目を記念して第10号

は︑新座市と友好姉妹都市を

提携している西那須野町︵栃木

県Y中里村︵新潟県︶︑近隣市︵朝

霞・志木・和光市︶の皆さんか

らも文芸作品を募集します︒

詳しくは︑7月1日内から各
市町村の公民館などて配布しま

す作品募集要項をご覧ください︒

新座市内在住・在勤・在学又

は公民館などのサークルに所属

している16歳以上の方又は西那

須野町︑中里村︑朝霞・志木・

和光市に在住の16歳以上の方

凝識 丑細註瀟舗 絹睾やOOおN虫詑緬丑独誌鵯丑細註汁暢田箔印N一出蹄落↓﹇﹁8鴇−＄山二一﹁＞×︒8鴇−＄山O長 ⊂㌍葺もミ≦≦筆く≡う契3釦8註6舞εで mーヨ里3δ◎く≡b異3碧ρ茎O碧εで 講淋 お諸菊

大地の芸術祭実行委員会では、3年後の「第3回大地の芸
術祭」へ向けて準備に取り組んでいます。そこで、次回展が
どのような芸術祭になるのかを広く紹介するために、公開に
よる企画発表会を開催いたします。入場無料でどなたでも参

●お問い合わせ

与しのカ1幽ンダ滋

1㈱置灘倉算見鴨煮㍊茎艦舞界）

義闘置
場料
入無

爵銚舜ひノ俄氏母圏田雌扉闘

大地の芸術祭
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6／27

小林内科医院奪謡葛5

7／4池田医院奪謡鴇1
7／4津南病院律塁5評臨1
7／11

せき整形外科奪盤鵠5

7／11上村病院徳￥IJ）1
6

