
報道資料１ 
 

平成 28 年 8 月 25 日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

    

おぢや健康こいこいポイント事業始めます！ 

 

市民が、健やかで元気に暮らし続けていけるように、健康に関する意識を高め、日常的な

運動習慣を身に付けていただくことを目的とした「おぢや健康こいこいポイント」事業を始めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本件に関するお問い合わせ先／小千谷市教育委員会生涯学習スポーツ課スポーツ振興係  

担当/波間・横山 TEL：0258-83-0077  FAX:83-0078 E-mail：syougai@city.ojiya.niigata.jp 

◇事業概要◇ 

■参加対象者 

18 歳以上の市民または市内に勤務している方 

■参加方法 

①健康チャレンジ教室に申込みする。（週 1 回 3 ヶ月間の健康教室：無料） 

②「おぢや健康こいこい手帳」をもらい、毎日の健康運動目標を立てる。 

（例 ・毎朝ラジオ体操をする ・ウォーキング 30 分 ・毎日３食、野菜を食べる 等） 

■3 ヶ月間の健康生活チャレンジ！ポイントを貯める 

・ポイント加算＝健康チャレンジ教室参加・毎日の健康目標達成・毎日の歩数チェック・健康

診断の受診・健康づくり関連イベントへの参加 等 「おぢや健康こいこい手帳」に記録する。 

・健康チャレンジ教室では開始時と終了時にヘルス＆体力チェックを実施する。健康的数値

の向上によるポイント加算もあります。 

■特典 

・チャレンジ期間中に協賛店舗のサービス（ドリンクサービス、トッピングサービス、料金 5～

20％OFF 等）が受けられる。 

・１００ポイント達成者に「ちぢみの里入館券」プレゼント（規定数を超えた場合は抽選）及び、

総合型地域スポーツクラブ「こいこいスポーツクラブおぢや」の入会時の年会費免除 

◇健康チャレンジ教室の開催◇ 

●火曜日 １９:３０～２０：３０コース 

１０月４日（火）から始まる３ヶ月間 １２回シリーズ 

●土曜日 ９:００～１０：００コース 

   １０月８日（土）から始まる３ヶ月間 １２回シリーズ 

       ※ 毎回出席できない方でもポイント事業への参加はできます。 

申込み：小千谷市総合体育館内「こいこいスポーツクラブおぢや」 TEL 0258-83-0085  
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平成 28 年 8 月 25 日 

 報道機関 各位 

  新潟県小千谷市役所 

                               小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

                            

「片貝まつり花火大会（浅原神社秋季例大祭奉納大煙火）」を開催 

 

世界最大の四尺玉花火で有名な「片貝まつり花火大会（浅原神社秋季例大祭奉納大煙火）」が、 

９月９日（金）、１０日（土）に開催されます。 

  

◆概要 

■花火大会（奉納煙火） 

９月９日（金）、１０日（土） 午後 7 時 30 分～10 時 20 分（両日とも）※雨天決行 

9 日

（金） 

午後 8 時 5 分 正二尺玉 10 日

（土）

午後 2 時 真昼の正三尺玉 

午後 8 時 30 分 正三尺玉 午後 9 時 正三尺玉 

午後 8 時 45 分 三十三歳厄年スター

マイン 

午後 9 時 30 分 五十歳スターマイン 

午後 9 時 正三尺玉 午後 9 時 45 分 四十二歳厄年スターマ

イン 

午後 9 時 30 分 還暦スターマイン 午後 9 時 55 分 成人スターマイン 

午後 10 時 正四尺玉 午後 10 時 正四尺玉 

 

■シャトルバス 

 【運行経路】 

    イオン小千谷店～総合体育館～白山運動公園～西部工業団地～㈱片貝製作所 

   【運行時間】 

    □行き 午後 4 時から 7 時 30 分まで随時運行 

    □帰り 午後 8 時 30 分から 10 時 45 分まで随時運行 

   【料金】 

    片道 400 円（中学生以上、小学生は半額） 

 

 ■シャトルバス利用者駐車場（合計約 1,350 台） 

  □イオン小千谷店（約 300 台） 

   □小千谷市総合体育館（約 300 台） 

   □小千谷市白山運動公園（約 400 台） 

   □西部工業団地 

☆㈱第一測範製作所（午後 5 時以降、約 200 台） 

☆造成地（約 50 台）    

☆㈱越後製菓小千谷工場（約 100 台） 

  ※シャトルバス路線図・交通規制図は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

裏面あり 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市商工観光課観光係 担当／平澤・島峰 

TEL：0258-83-3512  FAX:0258-83-0871 E-mail：kanko@city.ojiya.niigata.jp 



■行事のご案内 

日 時  間 内   容 場 所 な ど 

8 日（木） 

午後 3時 30 分～ 伝統祭り屋台曳き廻し 

一之町～に組総合センター～四之町

～高見～浅原神社境内～ふるさと会

館 

午後 7時 15 分～ 民踊流し 一之町～五之町 

9 日（金） 

昼夜 
玉送り（町内各支部若・

小若衆、厄年各同級会）
片貝町内 

午前 8時～午後 3時 筒引き 八島～一之町～浅原神社 

午後 6時 50 分～9時 お囃子コンクール 浅原神社境内相撲場 

午後 7時 15 分～ 名物奉納花火太鼓 桟敷お立台 

随時 物産おみやげ販売所 表三之町特設会場 

10 日（土） 

昼夜 
玉送り（町内各支部若・

小若衆、厄年各同級会）
片貝町内 

午前 10 時～ 小学生鼓笛隊パレード 一之町～五之町 

午前 10 時 30 分～ 
片貝伝統芸能保存会古

式玉送り 

一之町観音寺出発～五之町～浅原神

社 

正午～ 県下選抜招待相撲大会 
浅原神社境内相撲場（日本相撲協会

公認第 1 号相撲場） 

午後 7時 15 分～ 名物奉納花火太鼓 桟敷お立台 

随時 物産おみやげ販売所   

 

 

 







報道資料３ 
 

平成 28 年 8 月 25 日 

 報道機関各位 

 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

                            

飯山・長岡間ＳＬイベント運行開催決定 

 

飯山線の更なる魅力向上と飯山線沿線地域の活性化に向けて、飯山・長岡間でのＳＬ

イベント運行について、下記のとおり決定しました。 

 
 

■運行日時 平成２８年１１月１９日（土）、２０日（日） 
      １１月１９日（土）飯山駅発 ８：５２～十日町駅着１１：３８ 
               十日町駅発１２：３８～長岡駅着１４：４７ 
      １１月２０日（日）長岡駅発 ８：１６～十日町駅着１０：３３ 
               十日町駅発１１：３５～飯山駅着１４：５６ 
※停車予定駅：飯山、戸狩野沢温泉、桑名川、森宮野原、津南、十日町、越後川口、小千谷、宮内、長岡 

 

■運行区間 飯山駅～長岡駅間でのイベント運行 

 
■運行車両  ＳＬ（Ｃ１１）＋客車３両 

 
飯山線沿線地域活性化協議会※（事務局／飯山市）では、ＪＲ東日本と協力しこの

ＳＬイベント成功に向けて、沿線の警備や停車予定駅でのおもてなしイベント等につ

いて準備を進めてまいります。 

 

※飯山線沿線地域活性化協議会 

飯山線の活性化のために、以下の飯山線沿線市町村等で組織されています。 

  長野県／長野市 中野市 飯山市 木島平村 野沢温泉村 栄村 

  新潟県／長岡市 小千谷市 十日町市 津南町         等（順不同） 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市地域振興課地域振興係 担当／荻野・増川 

TEL：0258-83-3556  FAX:0258-83-2789 E-mail：chiiki@city.ojiya.niigata.jp 
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平成 28 年 8 月 25 日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

                            

医療シンポジウムを開催 

 

小千谷市では、平成２９年４月の厚生連小千谷総合病院開院を控え、市民のみなさんか

ら「新病院の概要」、「地域医療の現状と今後の方向性」、「在宅医療を支える関係機関の連

携」について理解を深めていただくため、医療シンポジウムを開催します。多数の参加を

お待ちしています。 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市健康センター予防係  担当／瀬沼、池 

TEL：0258-83-3640  FAX:0258-82-8964 E-mail：kenko@city.ojiya.niigata.jp 

■日時   １０月１日（土）午後１時３０分から午後４時まで 

■会場   小千谷市民会館大ホール 

■参加費  無料 

■申込不要  

■日程 

午後１時～ 開場 

午後1時30分～

 

 

 

 

 

午後2時40分～

〇厚生連小千谷総合病院の概要説明 

   魚沼病院 髙橋 達
とおる

 病院長 

〇基調講演 「これからの地域医療について」 

新潟県福祉保健部 山﨑 理
おさむ

 副部長        

〇シンポジウム 「安心して医療が受けられるために」 

◇座長：中村内科消化器科医院 中村 忠夫 院長   

◇シンポジスト 

・さわなか医院       澤中 信行 院長 

・魚沼病院医療福祉相談室  舩越 愛 さん 

・訪問看護ステーションうおぬま 佐藤 まゆみ さん 

・居宅介護支援事業所小千谷さくら 杵淵 美智子 さん 
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