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【「やまこし復興交流館 ( 仮称 )」
の整備】
中越大震災メモリアル拠点整備事業で 3 つのメモリアル施設・3 つのメモリアルパークが完成し
たことはご報告済ですが、いよいよ残りの 1 つ、
「やまこし復興交流館 ( 仮称 )」
の整備を具体的に
進めます。
当初計画では、中越地震にも耐えた「古民家」を活用して交流館を整備しようと考えていましたが、
3 メートルを超える積雪を記録する山古志にあっては、除排雪作業も含めて、大きなハンディとな
ることもあり、
地域の皆さんと話し合いを続けてきました。

【「やまこし復興交流館 ( 仮称 )」
は山古志会館を活用して整備】
地域の皆さんとの話し合いの結果、山古志に唯一の診療所を併設している「山古志会館」のなかに、
復興交流館を併設することとしました。
中越地震では、全村離村を余儀なくされた
「山古志」
ですが、
7 割近くの人々が帰村の道を選び、山に生活に戻っています。山古志の地から
「中越地震とはどんな
地震だったのか」
「何故、人々は山に帰ろうとしたのか」
「人々はこれからどこへ向かおうとしている
のか」、来館者の皆さんと山古志を巡り、山の生活を楽しみながら、中山間地の可能性を考える交流
館を整備していきます。
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主な内容

イベントインフォメーション

各施設の 10 〜 11 月のイベント情報・中越地域のイベント情報
●「私がご案内いたします」 おぢや震災ミュージアムそなえ館／和田
●「中越」から
「東日本」
へ

恵子 ナビゲーター

中越大震災 8 周年企画展
「立ち上がる被災地からのメッセージ」

●ご予約いただいています
（10 〜 11 月）
●この人に聞く
水落

長岡市川口地域から

優さん
（特定非営利活動法人くらしサポート越後川口

●防災教育の現場から
●トピックス
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代表理事）

夏休み、
多くの子どもたちが防災工作に挑戦しました！

川口きずな館

今年も行われる
「きずなマラソン！」

●中越メモリアル回廊

地域イベント情報（〜11月）

【長岡エリア】
イベント名

開催日時

内容

中越大震災８周年復興祈念事業
立ち上がる被災地からのメッ
セージ・パネル展示

10 月 １ 日 （ 月 ） ～ 11 東日本の各地で展開されている復興への取り組みを
きおくみらい
月30日（金）
写真とメッセージで紹介します。

災害メモリアル施設
１周年記念パネル展

きおくみらい
10 月 1 日 （ 月 ） ～ 10
おかげさまで1年。感謝と希望をパネルで紹介します。 そなえ館
月31日（水）
きずな館

オープン

防災教育交流フォーラム

会場

10月10日（水）～10 中越メモリアル回廊で取り組んでいる防災教育などに 東京臨海広域防災公園(そな
月31日（水）
関するパネルが他県の取り組みとともに展示されます。エリア東京)

復興評価・支援アドバイザリー
中越大震災の被災地からご協力いただいたアンケー
10 月 19 日 （ 金 ）
会議中越大震災被災地の復興の
ト調査をもとに、復興の検証とこれからの震災復興に きおくみらい
13 30 16 30
13:30～16:30
検証
ついて話し合います。

中越大震災８周年復興祈念事業
立ち上がる被災地からのメッ
セージ トークセッション

東日本大震災からの復興のために活動する被災地の
10 月 20 日 （ 土 ）
方々から、被災地の今と未来の希望についてお話い きおくみらい
10:00～12:00
ただきます。

中越地震8周年記念フォーラム
NHKニュ スウォッチ9キャスタ の大越健介さんの
復興への「市民力」を検証する 10 月 20 日 （ 土 ） NHKニュースウォッチ9キャスターの大越健介さんの
アオーレ長岡
〜中越地震と東日本大震災の今 13:00～16:00
ご講演の他、パネルトークが開催されます。
〜

10.23のつどい

10 月 23 日 （ 火 ） 小中学生による合唱のほか、震災復興と亡くなった方
アオーレ長岡
13:30～14:10
の冥福を祈り献花・黙祷を行います。

中越大震災８周年復興祈念シン
ポジウム 中越発若者を地方に
呼び込め

10 月 23 日 （ 火 ） 被災した中山間地域は過疎高齢化に直面しています。
アオーレ長岡
15:00～17:00
これからの中越を 緒に考えましょう！
これからの中越を一緒に考えましょう！

復興の集い〜あの日から８年！
そして東日本大震災復興への祈
り〜

17:56の黙祷に向けて、来場者と一緒にキャンドルで
10 月 23 日 （ 火 ）
会場を彩ります。中越から東日本へ復興の祈りを届け アオーレ長岡
17:00～19:00
ます。

災害救援・復興セミナー

災害発生後の救援活動や復興のあり方について語る、
10 月 28 日 （ 日 ） 実演するセミナーです。仙台大学教授の高成田さん、
きおくみらい
13:00～16:40
女川町長の須田さん、長岡技術科学大学准教授の木
村さんらの講演を予定しています。

エンジン02関連事業
災ウォークラリー

きおくみらい
キッズ防 11月10日（土）11日 きおくみらいや周辺施設を周り様々なクイズにチャレ まちなかキャンパス長岡
（日）
ンジ。子どもたちの参加をお待ちしています。
ちびっこ広場
まちなか絵本館

雪氷学会北信越支部25周年事業
フェニックス大手イーストビル
11月17日（土）～12 多ければ雪害、適量だと風情もあり、資源にもなる雪。
雪のこころ＊雪のことば作品展
広場「スクエア」（きおくみらい
月2日（日）
そんな雪の一面を住民の声と写真で紹介します。
そんな雪
面を住民 声と写真 紹介します
示
脇）
雪氷学会北信越支部25周年事業
フェニックス大手イーストビル
11月23日（金）14:00 雪はやわらかいから安全？高層ビルは地震に強い？
広場「スクエア」（きおくみらい
防災科学実験ナダレンジャー
～15:00
など、Dr.ナダレンジャーが楽しく教えてくれます。
ショー
脇）
雪の魅力や美力、未力について、元NHK新潟放送局
雪氷学会北信越支部25周年事業
11月23日（金）15:30
雪のこころ＊雪のことばシンポ
アナウンサー小正裕佳子さん、新潟妖怪研究所の高 まちなかキャンパス4階
～17:30
ジウム
橋郁丸さんらをお招きしお話いただきます。

まちなか歴史館めぐり
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～12月9日（日）

きおくみらい
スタンプラリーで、対象施設６館全てに入館すると、す
河井継之助記念館
てきな景品をプレゼント！この機会に、長岡の歴史・
山本五十六記念館
文化に触れてみませんか。 ※スタンプカードは各施
如是蔵博物館
設、まちなか観光プラザにあります 。
駒形十吉記念美術館

【小千谷エリア】
イベント名

開催日時

第4回おぢやこいこい
100円笑店街

10月12日(金)
午後6時～
10月13日(土)
午前10時～

内容

会場
東大通商店街
商店街がまるごと100円ショップに大変身！
中央通商店街
のぼり旗が目印の参加各商店で工夫をこらした100円商品やサービ 本町商店街
スをご用意しております。
サンプラ通り商店街
平成商店街

秋のバラ観賞会

10月初旬～下旬

ボランティアのみなさんが丹精込めて手入れをされた約150株のバ
ラが見ごろを迎えます。
おぢやクラインガルテンふれあ
心地よい秋風を感じながら、色とりどりの花姿と香りをお楽しみくださ いの里
い。（観覧無料）

ふれあいの里
収穫祭

10月14日(日)
午前10時～
午後2時

屋台や出店や野菜の直売などを行います。
・屋台の出店（焼き芋、焼きそば、おにぎりなど）
・秋野菜の販売
・お茶、お菓子の販売

おぢやクラインガルテンふれあ
いの里

おぢや農林まつり

10月21日(日)
月 日(日)
午前9時30分～
午後3時

広く小千谷の農業の魅力をアピールし、農業に対して理解を深めて
いただくために開催します
いただくために開催します。
農産物（米や野菜など）の即売、餅つき実演プレゼント、福餅まき、
緑の羽根共同募金など

小千谷会場：JA越後おぢや小
千谷車輛農機センタ 前広場
千谷車輛農機センター前広場
片貝会場：JAおぢや片貝車輛
農機センター前広場

東夢協イベント

10月21日(日)

東小千谷夢あふれるまちづくり活性化協議会（東夢協）では、秋の信
濃川右岸堤防と東小千谷を歩くウォーキングイベントとフリーマー
ケットを開催します。
・さわやかウォーク
時間：午前9時～受付、10時スタート
コース：2コース（4km、7km）
参加料：500円（当日参加は600円）
・フリーマーケット
時間：午前10時～午後4時
出店料：500円
申し込み締め切り：10月20日(土)
※問い合わせ：東夢協事務局（担当：横山）電話番号：
0258(83)4194

信濃川河川公園多目的広場
※申込方法：参加料、出店料を
添えて東夢協事務局（小千谷市
東 栄 1-4-3 駅 前 お か ず や さ ん
内）へお申し込みください。

農林水産祭参加
第52回新潟県錦鯉品評会

10月27日(土)
午後3時～5時
10月28日(日)
午前8時～午後3
後
時

原産地越後の秋を飾る新潟県錦鯉品評会が今年も当市で開催され
ます。県内の生産者が丹精込めて育てた錦鯉が出品され、優秀鯉
小千谷市総合体育館
が決定されます。ぜひお越しください。
※入場料：500円（小学生以下無料）
コミュニティプラザ
※問い合わせ：農林課農業振興係
電話番号：0258(83)3510

第10回まっと秋の陣

10月28日(日)

芸能発表や特産品の販売などがあります。
・地元の芸能団体の発表
・地元の特産品などの販売
・フリーマーケット
・豚汁、搗きたて餅の無料配布
（なくなり次第終了）
入場無料
問い合わせ 真人住民センタ
問い合わせ：真人住民センター
電話番号：0258(86)3002

牛の角突き
今年最後の開催

11月4日(日)

国の重要無形民俗文化財に指定されている牛の角突きは、「ヨシ
小千谷市小千谷闘牛場
ター」という勢子の掛け声が飛び交い、牛が激しくぶつかり合います。

11月10日(土)
11月11日(日)

長岡駅～十日町駅間を臨時列車「SL信濃川ロマン」号が走ります。
このSLは、東日本旅客鉄道株式会社と小千谷市、十日町市、長岡
市が協力して運行するものです。
※運行日：11月10日(土)、11日(日)
※運行区間：長岡駅～十日町駅
（1日1往復）
長岡駅～十日町駅間
※市内停車駅（停車時間）：
・長岡駅→十日町駅
小千谷駅：午前9時25分頃(約22分間）
越後岩沢駅：午前10時28分頃(約8分間)
・十日町駅→長岡駅
小千谷駅：午後3時54分頃(約2分間)
※車両：蒸気機関車(SL)＋客車3両

SLが小千谷にやってくる！

真人温泉ふれあいメゾン周辺

そなえ館開館1周年特別展
「10 23の検証小千谷のそな
「10.23の検証小千谷のそな
え地域防災力」

10月6日(土)～
10月30日(火)
※水曜休館日

開館1周年を記念して、特別展を開催します。当館所蔵の震災関
係資料から 現在の小千谷の自然災害に対する「そなえ」を検証
係資料から、現在の小千谷の自然災害に対する「そなえ」を検証
し、全国で行われている地域防災力強化の事例を紹介します。

おぢや震災ミュージアム
そなえ館

そなえ館開館1周年特別記念
講演
第2回市民防災まちづくり講
座
「震災被災地の地域防災力
は」

10月21日(日)
午後1時30分～
午後4時30分

今回のテーマは「震災」。東日本大震災の被災地や大震災が予想
される地域では多くの悩みを抱えています。8年前の中越大震災
を乗り越えた小千谷市民の経験や知見を被災地へ、全国へ、そし
て地域の防災力を今一度考える企画になればと思います。
※受講には予約が必要になります。

おぢや震災ミュージアム
そなえ館
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【川口エリア】
イベント名

開催日時

連続講座「地域活動のつ
ながりを考える」 （講演
＆交流会）

１０月１３日（土）
１７～２０時半

お手軽「豆料理」教室

１０月１８日(木)
時半～１２時

内容

１０

中越メモリアル回廊１周年
１０月１９日（金）～１１
企画展
「二
月１８日(日)
十村郷大盆踊り展」
出張きずな茶会
田麦山

in １０月３１日(水)
時～１１時半

連続講座「地域活動のつ
１１月１０日(土)
ながりを考える」
（講
７時～２０時半
演＆交流会）

木の実で遊ぼう

クリスマスリース
作ろう！

を

１０

１

１１月１４日(水)
時半～１５時

１３

１１月２８日(水)
未定

時間

第３回「地域のつながりを考える」
講師：平澤 勝幸さん(木沢棚田保全連絡協議会)
地域団体にいま必要とされるものは何か。いま地域に必要な
アイデアを広く地域のみなさんと一緒に考えていきます。
参加費1,000円（交流会費込）

川口きずな館

乾物の豆を手軽に調理する裏技をマスター。
試食付き！申込締切１０月１２日(金)
参加費1,200円

川口きずな館

二十村郷盆踊りの映像、写真などの紹介、わかば会インタ
ビュー紹介コーナーなど。
入場無料

川口きずな館

先日の敬老会の写真や田麦山地区の復興ＤＶＤを見ながら
のお茶飲み。
参加無料

田麦山公民館

第４回「川口のこれからを考える」
講師：稲垣 文彦さん（長岡市民協働センター長）
参加費1,000円（交流会費込）

川口きずな館

自然素材を使ってクラフト教室第１回（全３回予定）
講師：平澤 よう子さん
参加費未定

川口きずな館

自然素材を使ってクラフト教室第２回（全３回予定）
講師：平澤 よう子さん
参加費未定

川口きずな館

●「私がご案内いたします」
おぢや震災ミュージアムそなえ館／和田
こんにちは！

会場

恵子 ナビゲーター

おぢや震災ミュージアム「そなえ館」
の和田恵子です。

「ようこそ！そなえ館へ！」 私は「そなえ館」
で、
多くの団体さんやお客様に「震災の記録と記憶を伝える」ナビゲーターです。

私の中越大震災 10 月 23 日･･･。
その日は２人の息子が通う幼稚園の文化祭を翌日に控え、役員としてその準備を終えて帰宅、
夕食の時間まで子供と主人と居間でテレビを見ながら過ごしていた、
いつもの土曜日でした。
そんな中、ガタガタガタ･･･ドーン！下から突き上げる大きな揺れに襲われました。
柱が大きく左右に揺れ、棚から食器や物が飛び出しました。
とっさに近くにいた３歳の息子に覆いかぶさりました。
「お父さん！〇〇（５歳･長男の名前）
に見せないで！」と叫んだことを思い出します。

降り注ぐような星空だったあの日、車に避難し、
車のテレビで何が起こったのかを知りました。
大きな余震が何度も何度も続くなか、早く朝になって欲しいと願いながら一睡もできませんでした。

その後の被災地･･･私は自分の周囲の様子しか知りませんでした。
被災地にいた人がみなさんそうだったのかも知れません。目の前のことに対処するだけで精一杯でした。
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そんな一人ひとりの被災体験が集まってできた施設が
「そなえ館」です。断片を一つひとつ繋ぎ合わせていく
･･･私の体験とあなたの体験を･･･。
ここに勤めて初めて知ることも数多くあります。被災
状況・復旧状況・そして復興への道のり。

大好きなふるさと小千谷で実際にあった出来事を、お
客様に分かりやすくお伝えし、帰りのバスのなかや帰
宅後の家庭や職場で、災害に「そなえる」ことの大切さ

館内ではお客様に防災クイズで楽しんでいただいてます

を意識していただくことが私の仕事です。
次回は、
「川口きずな館」
森山晴美コーディネーターを紹介します。

皆様のご来館をフタッフ一同お待ちしております。

●「中越」から「東日本」へ
中越大震災8周年企画展「立ち上がる被災地からのメッセージ」
2012 年 10 月 23 日で中越大震災から 8 年目を迎えます。
この間、私たち 中越 は全国の皆さまから多くのご支援をいただき、
復興への歩みを進めてきました。
しかし、この 8 年間の間にも、
中越を始め日本各地で数々の災害が発生しています。
特に、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、未曾有の被害をもたらしましたが、
災害が発生するたびに人々は助け合い、復興に向けて立ち上がります。

この企画展では、中越大震災から 8 年、東日本大震災から 1 年半経過した被災地の現状と
力強く立ち上がる様子 を皆さまにお伝えする写真や資料を展示すとともに、
被災者の方をお招きしてトークセッションを開催いたします。

復興に向けて歩む、
「中越」
そして
「東日本」
の思いを感じてください。
そして、災害について今一度振り返る機会となり、
未来を考える契機としていただければと思います。

●企画展開催期間
〜 11 月 30 日
（金）
午後 6 時まで
●復興祈念トークセッション
10 月 20 日（土）
10：00 〜 12：00
●被災地の語り部によるパネル紹介
10 月 20 日（土）
13：00 〜 16：00

いずれも会場は、
「長岡震災アーカイブセンター・きおくみらい」
( 長岡市大手通 2-6
入場無料は無料
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フェニックス大手イースト 2 階

電話 0258-39-5525)

●ご予約いただいています（10・11月）
中越メモリアル回廊各施設では団体様の視察・見学予約を受け付けております。
また、館内見学だけではなく、
視察同行ガイド派遣・語り部講話手配・防災研修会プログラム提案なども
行っております。お気軽にご相談ください。
10 月〜 11 月にご予約いただいておりますお客様をご紹介いたします。
ご来館お待ちしております。
きおくみらい

・嵐山町区長会様（埼玉県）

・九合地区区長会様（群馬県）

・那須鳥山市議会事務局職員様（栃木県）

・長岡市赤十字奉仕団中之島分団様（新潟県）

・新潟県議会様（新潟県）

・新潟大学教育学部附属長岡小学校３年生（新潟県）

・能生地区赤十字奉仕団様（新潟県）

・新潟市中央地区保護士会様（新潟県）

・府中市近郊企業幹部様（東京都）

・新潟県神社庁中越地区協議会様（新潟県）

・北野上消防団様（和歌山県）

・第６回東北発コンパクトシティ推進研究会様（東北６県・新潟県）

・田上町自主防災組織連絡協議会様（新潟県）

・新潟県立堀之内高校２年生（新潟県）

・日本雪氷学会北信越支部「雪のこころ＊雪のことば」

・小松市防災協会様（石川県）

シンポジウム参加者（新潟県）

・茶道裏千家淡交会青年部北陸信越ブロック様（北信越５県）

・北杜市長坂総合支所様（山梨県）

・フォートワース若手起業人様（アメリカ）

・加治地区自治会連絡協議会様（埼玉県）

・須賀川まちづくり推進協議会様（福島県）

・飯能市自治会連合精明支部様（埼玉県）

・甲府市議会様（山梨県）
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・長岡市教育センター様（新潟県）

そなえ館

・けさじろ保育園（新潟県）

・埼玉県上尾市役所様

・長岡東ローターアクトクラブ参加者様（新潟県）

・神岡地区民生児童委員協議会様（岐阜県）

・飛騨市神岡地区民生児童委員協議会様（岐阜県）

・安全衛生協力会様（東京都）

・長岡市母子保健推進委員様（新潟県）

・秩父地区交通安全推進事業所協会様（埼玉県）

・福島県地域政策課・集落支援員・地域おこし協力隊様（福島県）

・長岡市肢体障害者協会

・長岡市立宮内中学校 2 年生
（新潟県）

・防人会様（山梨県）

・清瀬市議会様（東京都）

・梓川民生児童委員協議会様（長野県）

・第 23 回土木フェスティバル 現場見学Ｂコース参加者様（新潟県）

・胎内市中条地区自主防災会様

・上越市浦川原区生活環境協議会様（新潟県）

・長岡市立宮内中学校様

・内閣府（東京都）

・岩手県久慈市議会様（岩手県

・矢板地区区長会様（栃木県）

・飯能市自治会連合会様（埼玉県）

・新潟市住みよい郷土推進協議会西蒲区支部様（新潟県）

・新潟市中央区役所入舟小学校区コミュニティ協議会様

・フェニックス救援隊主催「災害救援・復興セミナー」参加者（新潟県）

・所沢市松井西地区民生児童委員様（埼玉県）

・堀之内中通自治会様（新潟県）

・小千谷市立川井小学校様 ( 小千谷市内）

・山形市広報課自治推進（山形県）

・須坂市区長会長会様（長野県）

・さくら市議会様（栃木県）

・大久保地区民生委員会様（埼玉県）

・知立市区長会様（愛知県）

・千谷川いきいきサロン様（小千谷市）

・新潟市中央区上所校区コミュニティ協議会様（新潟県）

・新潟市中央区南笹口町内会様

・新発田市自治会連合会様（新潟県）

・東入間交通安全協会三芳支部様（埼玉県）

・長岡市立旭岡中学校１年生総合学習 9・10 班（新潟県）

・埼玉県加須市商工会議所青年部様（埼玉県）

・東川町役場様（北海道）

・警察官友の会高尾支部様（東京都）

・白山市南消防団様（石川県）

・新潟市中央区堀之内中通自主防災会様

・和光市商工会様（埼玉県）

・立川競輪場周辺対策協議会様（東京都）

・フォーラム被災地巡検（各県）

・笑和会様（埼玉県）

・小名浜地区保健衛生委員会様（福島県）

・杉並区民生児童委員協議会様（東京都）

・屋代有線放送電話農業協同組合様（長野県）

・長野市民生児童委員協議会高齢者部会様（長野県）

自動車部会様（長岡市）

■11月

・JA いるま野北部女性部様（埼玉県）

・おぢやロータリークラブ様

・嵐山町老人クラブ連合会様（埼玉県）

・北浦和針ケ谷地区民生児童委員協議会様（埼玉県）

・七二会地区（なにあい）区長会様（長野県）

・小千谷市役所

・とみしん円友会様（富山県）

税務課様

・いわき市勿来支所様（福島県）

・多摩消防研究会様（東京都）

・小千谷市消防本部様

・糸魚川市ボランティア連絡協議会様（糸魚川市）

・加茂市国際交流協会様（加茂市）

・群馬県庁危機管理室様

・宮城県黒川郡落合地域振興協議会様

・村山市地域振興局様 ( 山形県）

・野方北町会様（東京都）

・和歌山北野上消防団様（和歌山県）

・新潟市中央区上所校区コミュニティ協議会様

・石田本郷親和会様（埼玉県）

・富山交友会様（富山県交通安全協会）

・ＪＡいるま野日高３支店年金友の会様（埼玉県）

・JA おやま女性本部役員研修様（栃木県）

・長野県中野市

・エイトツアー旅行友の会様（富山県）

・東村山市老連会長様（東京都）

・富山県小矢部市議会

・室牧愛楽会様（富山県）

防災･環境対策特別委員会様

長丘地区社会福祉協議会様（長野県）

・春日部下地区民生児童委員協議会様（埼玉県）

・田上町自主防災組織連絡協議会様

・桐ケ丘地区会長研修会様（東京都）

・檜原村自治会連合会様（東京都・西多摩）

・高知県副町村長会様

・馬場旅行会様（千葉県）

・薮塚東部西部地区生涯学習推進協議会様（群馬県）

・青少年を育てる福原地区会議様（埼玉県）

・川越市自治会連合会様（埼玉県）

・JA いるま野山田支店 共済年金友の会 湯けむりセミナー様（埼玉県）

・白山市南消防団様（石川県）

・JA いるま野芳野支店 共済年金友の会 湯けむりセミナー様（埼玉県）

・野々市市郷地区連合会様（石川県）

・JA いるま野北部資産管理連絡会様
（埼玉県）

・小千谷市勤労青少年ホーム様

・鳩山町民生委員・児童委員協議会「志賀」様（埼玉県）

・和光市商工会様（埼玉県）

・菊川東地区民生児童委員協議会様（静岡県）

・坂戸少年消防クラブ様（埼玉県）

・児玉地区交通安全協会様 ( 埼玉県）

・小名浜地区保健衛生委員会様（福島県）

・新潟市中央区役所総務課様

・甲東観光協会様（山梨県）
・小松橋連合町会様（東京都）

ご来館お待ちしております。

●この人に聞く／長岡市川口地域から
水落 優さん（特定非営利活動法人くらしサポート越後川口

代表理事）

中越大震災から間もなく 8 年の歳月が流れようとしています。この間、水落さんは川口町 ( 現在は長岡市川口地
区 ) の各集落の復興・地域づくり活動をネットワーク化し、活動組織を支える「越後川口交流ネット REN（れん）
」
のまとめ役を引き受けてきました。そして平成 23 年 4 月の長岡市との合併に伴い、これまでの地域づくり活動
をさらに発展させ、自立する地域を目指して「住民自らの手によるオール川口参加型の地域づくり組織 NPO 法
人くらしサポート越後川口」
を設立。
今、
その初代代表として、
地域内外に向けた活動を本格的に展開しています。

水落さん自身は、会社員の「顔」
も、農業従事者の
「顔」も持ち合わせています。
その上での NPO の代表ですが、
川口地域の住民が
「互いに支え合い、誰もが安心して暮らせる活気ある地域づくりの実現」
という目標の実現に向け、
地域が抱える「過疎高齢化、地域交通確保、伝統芸能保存、後継者づくり、観光資源開発、多世代交流」
といった課
題と本気で取り組まれています。

水落さんは、
「川口にとって、中越大震災がもたらした被害はとても大きなものがありましたが、禍転じて福と
なした地域の絆、その絆を次の世代、次の川口に活かす活動は、地域住民自らの手によって受け継がれる」
と、信じ
て行動しています。
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●防災教育の現場から

夏休み、多くの子どもたちが防災工作に挑戦しました！

次世代防災学習の場として活用していただいております。
そなえ館には地元小千谷市の小学生や県外からたくさん来館しました。

夏休みが始まった７月〜８月は多くのお子さんや親子のみなさまにご来館いただきました。
そなえ館では保護者代表やご担当者と打ち合わせを重ね、防災体験学習プログラムを提案。
親子やお友達と一緒に楽しめるメニューを準備し、いくつかを組み合わせて防災体験
プログラムを楽しんでもらいました。

防災工作

ストローハウス作り

防災紙芝居上演

防災工作 液状化現象館に実験装置 エッキー

ダンボール工作

防災スゴロクゲーム

防災クイズラリーに挑戦！

新聞紙スリッパ作り

地元の子供会行事に取り入れていただいたり、グリーンツーリズム市内民泊中学生（江戸川区）
、
学童クラブの行事などで活用していただきました。

●みんなの声
・全体的に地震のことがわかってよかったです。
（県外 /10 歳未満 / 男性）
・防災クイズは地震がおきたら役に立つし、楽しい。
（市内 /10 代 / 女性）
・防災クイズは難しかったけど、
とても楽しかった。
（市内 /10 代 / 女性）
・防災クイズが勉強になりました。
（市内 /10 代 / 女性）
・防災すごろくでたくさんのことがわかった。
（県外 /10 代 / 男性）
・アクション系を加えてください。
（県外 /10 代 / 男性）
・エッキーはマンホールが浮き上がる原理がわかった。
（県外 /10 代 / 男性）
・防災クイズについては家族などで一緒に回れてよかったです。
（県内 /40 代 / 男性）
・家族で勉強できたし、防災について会話で来てよかったです。
（市内 /30 代 / 女性）
・わかり易く、自分でできるからいい。丁寧な説明もあり、初めて来ても安心。
（市内 /70 代 / 女性）
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●トピックス

川口きずな館

今年も行われる「きずなマラソン！」

第 2 回「きずなマラソン」開催！
平成 23 年 10 月 23 日、
「中越メモリアル回廊・川口きずな館」
のオープン当日に初めて開催された
「きずなマラソン」
。
今年も 10 月 21 日（日）
に
「川口きずな館」
からスタートします（協力：川口きずな館）
。

旧川口町の全域約 35Km のコースを、それぞれの地域の住民のみなさんが、
きずなフラッグをリレーしていくこの
「きずなマラソン」、昨年は最年少 2 歳から
最年長 89 歳のおばあちゃんまで、延べ 300 人を超える参加者がきずなフラッグをリレーしました。

川口地域以外からの参加も受け付けています。
中越大震災 8 周年、メモリアル回廊 1 周年のこの機会に、秋の川口で気持ちのいい汗をかいてみませんか。

お申し込み・お問い合せは、川口きずな館（電話：0258-89-3620）
または
川口サテライト（89-2990）
まで。

■街で噂の「きずなカフェ」
「川口きずな館」は、四季の景色がとても美しい
「川口運動公園」
の中にあります。
窓越しに見える大自然の景観を満喫しながら、
ちょっと一服。そんなリラックスタイムのお供に、
館内のカフェコーナーでは岩手県宮古市からの
「はまなすコーヒー」
をはじめ、
長野県栄村トマトジュース、
能登半島珠洲市の塩サイダーなど、
被災各地の支援も兼ねたカフェメニューと、
地元川口地域の
お菓子作りサークルが提供するスイーツと合わせてお楽しみ頂けます。
コーヒー・紅茶は被災地支援の一環で、
1 杯１００円でのご提供です。
お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください！

●編集後記
山々の緑も少しずつ色付きはじめ、
ススキの穂も秋の風に棚引いています。
棚引くといえば、今年も
「感謝の黄色いフラッグ」
が川口の街なかを彩っています。
中越大震災からの復興のシンボルとして、
住民各位の感謝のメッセージを掲げ始めてから、
5 年の歳月が経過しています。
この「感謝の黄色いフラッグ」
には、
昨年から「中越からの恩返し」
というメッセージがたくさん見られるようになりました。
今、まさに復興に向けて歩み始めている東日本大震災の被災地に、
長野県西部地震の被災地の皆さんに、
少しでもお役にたち、恩返しして行けたらと考えています。
これからも川口地域のみなさんと一緒に考え行動していきます。
( 編集担当：川口きずな館スタッフ）
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次号

コリドール 第8号は、平成24(2012)年12月上旬発行の予定です。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

発行元：中越メモリアル回廊推進協議会（長岡市・小千谷市・社団法人中越防災安全推進機構）
事務局：社団法人中越防災安全推進機構

震災アーカイブス・メモリアルセンター

長岡震災アーカイブセンター「きおくみらい」
〒940-0062 新潟県長岡市大手通 2-6
TEL

0258-39-5525
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