
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 １月７日、薬師スキー場で薬師スキースクー

ルの、開校式が行われました。 

今年も、市内外から多くの参加者が集まり、

年長児童から小学校六年生まで１７０人の生

徒が入校しました。入校生のうち約５０名はス

キーが初めての子供達。指導する指導員が２０

名以上いる大きなスキースクールです。開校式

にはスキースクールに入る子供達とその保護

者が大勢参加していました。 

来賓の大平市長からは「今年もいよいよ楽しいスキ

ーシーズンが来ました。練習をすればするほど上手く

なります。一生懸命練習をしてください。先生方のい

うことを聞いて、頑張ってください。」と挨拶があり

ました。開校式が終わると、班分けをし、子供たちは

早速この日の授業の為にゲレンデへ。この日はあいに

くの大雪の中でしたが、子供達は元気いっぱい！例年

参加している子供たちは久しぶりのスキーを履き、早

速リフトへ。初めての年長さん達はストックなど、 

 

 用具の使い方を楽しみながら教わっていま

した。 

全員が最上級の 10 班を目指して頑張って

います。練習の成果は３月３日のスキーカー

ニバルと、薬師スキースクールの最終日、３

月１１日のタイムレース 

で披露されるそうです。 
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また、今回のプレミアム商品券発行に際して湯之

谷地区の旅館、飲食店で「10%キャッシュバック・キ

ャンペーン」を実施したところ大きな反響を呼び、

前回（2 年前）のプレミアム商品券の 8 倍強のご利用

をいただくことができました。 

ご購入いただいた 

皆様並びにご利用い 

ただきました皆様に 

厚く御礼申し上げま 

す。 

 

新 入 会 員 紹 介 

小料理 花散里
は な ち る さ と

 井口新田 

渡辺 美恵子さん（tel ７９２－０１１９） 

 

昨年の１２月にオープンして約１か月。悩んだお

店の名前は源氏物語に登場する女性の名前で、光源

氏から姉と慕われていた女性。ある時ふっと思い浮

かび、決めました。都会に暮らす親友から「故郷を 

 ほうふつさせるいい名前だ

ね。」と言ってもらい、気持ち

が楽になったようです。 

人と話をしたり、人に囲まれ

たりしていることが好きな渡

辺さん。料理は食べることも作

ることも好きで、メニューは３

０品以上。目玉は、二つの重箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「魚沼市プレミアム商品券‘結’」事業完了御礼 

  被災地の復旧・復興と地域経済の活性化を目的に、

魚沼市より補助を受け魚沼市商工会連絡協議会が昨

年 10 月 16 日に発売を開始し、11 月中旬に 2 万セ

ットが完売になりました「魚沼市プレミアム商品券

‘結’」が、同時期に 7 月の新潟・福島豪雨災害の

被災者の皆様に市よりお見舞いとして配布された

「魚沼市生活再建支援商品券‘結’」とともに、1 月

15 日の利用期限をもって事業完了となりました。 

 お買い求めいただいた皆様からお預かりした義援

金総額 400 万円につきましては、昨年の 12 月 20 日 

に６商工会長から魚沼市長に手渡させていただきました。 

 

雪のイベント情報 いっぱい着込んで会場に行ってみましょう！ 

３月３日(土) 薬師スキーカーニバル 
・時 間 午後７時から９時頃まで 

・場 所 薬師スキー場 

スキー学校の子供たちが練習の成果を発揮する

“たいまつ滑降”をはじめ、餅まき、寒さを吹き飛

ばす温かくておいしい屋台など、会場は楽しさいっ

ぱい。圧巻は雪空に打ち上げられ、ゲレンデに明る

く映える大花火大会。真冬の夜の夢？是非みなさん

でお楽しみください。 

問い合せ ゆーパーク薬師 ７９２－５５５４ 

３月４日(日) 百八灯（ひゃくはっとう） 
・時 間 午後６時３０分～ 

・場 所 魚沼マレットゴルフ場 

・内 容 

6：30～演芸大会、おいしい無料サービス開始 

7：30～百八灯点灯 

8：00～超豪華花火打上げ 

指定の駐車場から会場までシャトルバスが運行

されますので、ご利用ください。 

問い合せ 百八灯事務局 ７９５－２１６６ 

に数々の料理が盛られた“花散里御膳”と、大きな

お皿に同じくいろいろな料理が並べられた“花散里

丼”です。メニューにない餃子も人気です。注文を

受けてからカウンターの奥で焼いたり揚げたり蒸し

たりしますが、お客さんは渡辺さんと会話を楽しむ

もよし、一人静かに飲むもよし。のれんをくぐれば

暖かい空間が迎えてくれ、長靴を脱いでゆっくりと

くつろげます。１０人から１５人位しか入れないの

で、前もって予約をいただくとありがたいとのこと

です。午後５時からお店を開けますが、予約があれ

ばお昼も営業します。ご夫婦、友達、親子、女性同

士など、もちろんお一人でも大歓迎。お出かけして

みませんか。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打ち上げ花火価格 

三号玉 一発 4,000 円 

四号玉 一発 7,000 円 

スターマイン 一式 160,000 円より 

青年部員紹介 
桜井 勝司さん（36 歳） 

桜井ブロック(七日市) 

降雪が続く 1月のある日、住宅の基礎工事を行って

いる桜井勝司さんを訪問してきました。 

 取材した日は久々に太陽の光が照らす穏やかな天

気に恵まれましたが、外はまだ寒く、私の体が縮こま

るなか、桜井さんは汗をかいて作業を行っていまし

た。現在井口新田で住宅の基礎工事を行っています

が、天来が悪い日は除雪仕事が入ることもあり、この

時期は忙しくて大変とのこと。桜井さんは高校を卒業

されてすぐ現在の職業に就きましたが、「始めの頃、

毎日が忙しく時間に追われ大変でした。」と。１０年 

 

位たつ頃には仕事にも慣れ、工程手順も大体自分で進

めていけるようになり、「自分が手掛けた住宅等が展

示会などの広告に載った時の喜びはこの仕事のやり

がい。」と話してくれました。 

青年部に入ったきっかけは、現在のＯＢの方々に声

をかけてもらい、同業者だけでなく他業種の人たちと

交流できたらな、という思いもあり入部しました。な

かなか遠出しにくいところも、研修旅行でみんなと行

ったことが良い思い出になっています。それから「現

在青年部員も少なってきていますので、雪まつり等で

地域貢献してくれる 

方がいたら助かり

ます。よかったら

青年部に入ってく

ださい。」と、おっ

しゃっていまし

た。 

1 月 24 日 栃尾又温泉自在館において総会・新年会を開催しま

した。 

プレミアム商品券に対して湯之谷地区で企画した「１０％キャ

ッシュバックキャンペーン」の売り上げ効果報告や、来年度に向

けての事業計画について活発な意見交換が行われ、大変有意義な

会議となりました、その後の新年会でも引き続き意見も多く飛び

交い大いに盛り上がりました。 

観光部会 
 

総会・新年会開催 

今年の夢を花火に乗せて 百八灯祭奉納花火募集！！ 
皆様の気持ちを乗せた花火を打ち上げてみませんか？誕生日、厄払い、出産祝い、同級生一

同などメッセージを添えて打ち上げます。個人はもちろん、グループでの申込みも可能です。 

実施日：平成２４年３月４日(日) 

時 間：午後８時より 

会 場：魚沼マレットゴルフ場（百八灯祭会場） 

申込み：折立地区温泉組合（星 光利） 

025－795－2166 

締 切：平成２４年２月２５日 



建設部会勉強会のご案内 

マイクロ水力発電・省エネ問題講演会 

建設部会では三年前より「建設業の視点から新エ

ネルギー、環境問題を考える」をテーマに勉強会を

開催しています。 

第 3弾となる本年度は河川等に水車を設置し発電

を行うマイクロ水力発電の可能性を探ります。 

 講師の諸橋春夫工学博士（県工業技術総合研究

所）は魚沼市が来年度から取り組みを予定している

マイクロ水力発電について助言をいただいており、

今回は近県での導入事例をもとに素人にも解り易

いお話しをお願いしてあります。 

 昨年の 3.11 東日本大震災以来俄然脚光を浴びて

いるエネルギー問題！！ 

 一般の皆様もお気軽にご来場ください。 

お聴き逃がしの無いように！！ 

 

開催日時 ２月２１日（火） 午後 3時～ 

会 場  地域振興センター2階 中会議室 

テーマ   河川等を利用した小水力発電について 

講 師  新潟県工業技術総合研究所  

工学博士 諸橋 春夫 氏 

 

 

 

 

 ２月２６、２７日に石川県へ。城下町、

金沢の加賀百万石を支えた旧藩士の歴史の

面影を色濃く残すスポットや兼六園を訪

れ、古都の文化と、山中温泉で開湯 1300年

の歴史について研修してきます。 

 

 

・日時 ２月１７日（金）午後６：３０～ 

・場所 大湯温泉 友家ホテル 

・「リラクゼーションのひと時を」 

―ストレッチで心もからだもリラックスー 

リフレッシュエクササイズで筋肉のコリ

をほぐしましょう。 
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研 修 旅 行 

消費税
・ ・ ・

の申告期限は   4/ 2（月） 

 

 

 

 

記帳手数料の口座振替について 
商工会に記帳機械化処理を委託されている事業所

の皆様は、平成 23年度の処理手数料後期分をご指定

の口座より振替させていただきます。宜しくお願い致

します。 

振替日 2月 27日（月） 

確定申告 

青 年 部 

 

 
○女 ○性 ○部  

新春懇親会 

個人事業者の方  決算書の作成を早め

に済ませましょう。消費税の課税業者に該

当する場合は「消費税・地方消費税の申告

書」の作成も必要となります。 

昨年、電子申告や国税庁のホームページで

作成し申告した方には用紙が郵送されませ

んのでご注意下さい。 

 所得税
・ ・ ・

の申告期限は   3/15（木） 

 

国税庁ホームページ 

 


