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ながおか市民協働センターが毎月発行する情報誌「らこって」を始め、長岡の市民
活動団体からのお知らせや支援情報などを毎月1回お届けします。ご希望の方は
市民協働センターまでお気軽にお問い合わせください。

　サッカーを中心に、勉強や遊びも取り入れながら人間関
係を深めることに重きをおいて活動中。ここでの経験から
「豊かな人間性」を育み、「平和と共生」の理念から創造さ
れる社会のリーダー輩出を目指しています。

長岡フレッシュ長岡フレッシュ
団体PickUp！団体PickUp！
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KirariKirari★地域地域の

魅力魅力みーつけつけた！

むすび隊とは？...長岡各地の出来事や地域の宝を市民目線で探して、発信していくメン
バーたちです。市民協働センターウェブサイト「コライト」にて地域コラムを連載中！　

長岡市の中で唯一海に面した寺泊地域。海と言えば「魚」、そ
して「釣り」です。海岸付近の釣り具屋さんでは、さおは勿論え
さやえさ付け器など道具一式のレンタルができるので、『手ぶ
らで行ける釣り』が楽しめます。使い方も教えてもらえるので
未経験の方でも大丈夫。釣れてもさばけない…という方、安
心して下さい！スーパーによっては持ち込むと数百円でさば
いてもらえますよ。

「そうだ 釣り、行こう。」
寺泊で釣りデビュー
しませんか？

「そうだ 釣り、行こう。」
寺泊で釣りデビュー
しませんか？ 三島郡地域むすび隊

巻淵 葵さん

寺泊地域寺泊地域

長岡市の市民活動応援番組。FMながおか山田光枝と、NPO法人
市民協働ネットワーク長岡のスタッフが、若手市民団体やサークル
などを体験取材に向かいます！ 検索コライト

■放送局：80.7MHz FMながおか
■放送日：毎週月曜日
17時頃～（10分間）※第5月曜を除く
■過去の放送：市民協働センター
ウェブサイト「コライト」で配信中！

魅力的な若手を「つながるラジオ」で紹介中！魅力的な若手を「つながるラジオ」で紹介中！

知る、つながる、好きになる  ながおか市民活動情報誌

越路地域特集
K O S H I J I

特定非営利活動法人
Precious Football Club

特定非営利活動法人
Precious Football Club

NPO法人紹介
設

新

【登場団体】渋海ほたるの会／岩田鯉のぼり有志会／神谷地区「歴史文化の会×長岡大学高橋ゼミ」／親子の創造活動・応援団 キューブ／ひまわりの会／
光の祭典実行委員会／長谷川邸管理人 五十嵐さん／越路地域むすび隊／三島郡地域むすび隊／特定非営利活動法人Precious Football Club／他

市民のチカラ

片付け力
アップで気分も
アップ！
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思いっきり
遊んで食べて
寝て、

おしゃべりも！

第
140回

　
公益財団法人 山の暮らし再

生
機
構

川
口サテライト かわぐっち体操

手作りの
自慢の逸品と
出会える
マルシェ

川口中学校
3年生の発案
健康と地域の
魅力発信！

みしマルシェ実行委員会

第139回

Webサイト http://precious-football-club.org/

メンバー
募集中

市民協働センター

からのお知らせ info

NPO・市民活動のための
助成金応募ガイド2016
/助成財団

補助金をまとめた
ガイドも2016年版が
出版されました。

資金調達のご相談受け付けます！資金調達のご相談受け付けます！
　ながおか市民協働センターで
は、活動の資金面でのご相談も
伺っています。長岡市の市民活
動推進事業補助金は、市民力を
活かした活動に、少額から最大
100万円を補助。他にも、全国
各地の財団や団体が補助金事
業を行っていて、対象とする活
動や金額も様々。みなさんの活
動に合ったものをコーディネー
ターがご紹介しますので、お気
軽にご相談ください。

掲載団体に

ついて知り
たい方は

お問い合わ
せ

ください。
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　百塚をはじめ多くの古墳がある越路地

域は、古くから人が住んでいた土地。農業

が盛んなだけでなく、酒や米菓、ガス田な

ど全国に誇る産業や、三波春夫、井上円了

などの偉人が多いことも特徴です。「ホタ

ル」と「もみじ」の里として知られるなど、地

域資源にも恵まれた越路地域では、地区

ごとのつながりが強く、地域活動や市民活

動を支えています。

　集落に残る古い写真の収集とデジタル化のた
め平成21年に結成した「歴史文化の会」。活動
拠点の〈神友館〉は昭和3年竣工。神谷の名士・高
橋九郎が設立した県内2番目の信用組合「神谷
信用組合」の建物です。建物活用のため高橋ゼ
ミが参加。学生とともに地域の魅力発掘を進め
ると、「日本で初めてチューリップが咲いた」など
神谷の逸話や、高橋九郎の実績など新発見がた
くさん！学生と共に、他地域でも「故郷の歴史文
化を見つめ直そう」と呼びかけています。

　平成23年に始まった、バスで夜の越路を巡る「光
の祭典」。遺跡や、日本一の天然ガス埋蔵量を誇るガ
ス田、産業・文化などに触れることで、越路の新しい
魅力を見つけてほしいと、地元若手事業主が主体と
なり企画しました。地域と企業、様々な団体が手を取
り合い、ライトアップや環境整備に取り組みます。若
手の熱い想いと地域の協働が、新しい観光コンテン
ツを支えています！
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る

地域の魅力を新しいカタチで提案！

歴史
文化

　平成14年、町内行事のお酒の席で交わされた何気な
い会話から生まれたこの活動も今年で15年目！岩田地
区の父ちゃんたちが家庭で上げなくなった鯉のぼりを
集め、「地域の子どもたちの健やかな成長」を願い毎年
鯉のぼりを渋海川沿いの大空へ泳がせています。あな
たのお家で眠っている鯉のぼりがあればお譲りくださ
い。命を吹き返して大空へ！

　特別養護老人ホームこしじの里で
金曜日に喫茶をオープン。平成11年
に活動を始め、現在は岩塚地区の9
名のお母さん方が活動中。甘いお菓
子と、利用者さん同士が顔を合わせ
られる貴重な時間として、楽しみに
されている方も多いのだとか。「喜
んでくれる利用者さんの顔と、仲間
とのおしゃべりが楽しみ」と、活動を
通じて元気をもらっています。

　明治時代に妖怪を題材に日
本人を分析した学問「妖怪学」。
第一人者は、1885年長岡市浦
の慈光寺に生まれた井上円了です。東洋大学創立者で
ある円了は、幼い頃から熱心に勉強に励み、哲学者・教
育者として活躍。更に生涯学習の提唱者として全国
3600か所で講演。人々は親しみを込め「妖怪博士」と呼
び、越路河川公園に顕彰碑を建てました。

こしじの里ボランティア

　子どもの成長を喜びあえる地域にしたいと、平成13
年に来迎寺地区にある雑貨ショップCuteを拠点に「え
ほんくらぶ」をスタート。現在は、地元の図書室を活用
したり、畑での農体験活動や越路中学校入口の花壇整
備、採れたて野菜のランチカフェなど、地域に根差した
活動を展開しています。「地域づくりは続けないと答え
は出ない」と話す代表の西脇恵美子さん。親子で共に
育ち合う楽しい子育てを応援しています。

地域に根差した子育て！

社会
福祉

子育て

　1716年に再建された長谷川邸の主屋は

県内最古の豪農の館です。塚野山地区住民が

整備やお掃除などに参加し、地元の手も借り

維持されています。築300年を迎える今年は、

6月から越路一体となったイベントが開催さ

れます。ぜひご覧ください。
長谷川邸管理人　五十嵐 源（はじめ）さん

神谷地区「歴史文化の会×長岡大学高橋ゼミ」
　越路地域は各地区や学校など合わせて10団体ものホタルの会がある、他
に類を見ないホタルの里。昭和61年に発足した越路ホタルの会を中心に、
各会で技術支援や交流をしています。そのうちの一つ、越路ホタルまつりの
会場となる塚野山地区の渋海ほたるの会では、35人の会員が草刈りや環境
保全活動を実施。牛の首地区の
道沿いの水路には500mにおよ
び、たくさんのゲンジボタルが発
生し、来場者を楽しませます。

地域で育む宝、ホタル！！
渋海ほたるの会

親子の創造活動・応援団 キューブ

ひまわりの会

岩田鯉のぼり有志会

光の祭典実行委員会

越路地域むすび隊

神林克彦さん

越路地域が生んだ偉人
妖怪博士
井上円了

越路地域が生んだ偉人
妖怪博士
井上円了

地域
の声

地域
の宝

て10団体ものホタルの会がある、他
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力を新しいカタチで提案！地域 魅力力 新

自然
環境

さまざまな
団体

地域
づくり 父ちゃんたちの夢とロマンを大空へ父ちゃんたちの夢とロマンを大空へ

秋祭りで田植踊りを披露する学生

草刈りを終えた渋海ほたる
の会メンバー

地域
の宝

地域の歴史はこんなに面白い！！


