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創立百周年記念事業
刊行目前！

「財団法人

新潟県教職員厚生財団百年史」 2月中旬予定
ਫ਼௺ਫ਼ͅˍॗ̴̾ܙ௭̵̧̯̞̹̺̳̀͘ȃ
ॽအȟ˝ːȁฟୋȁķĶı༁ஜࢃ
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లˎડȁ౬֥͈ܢఞ͂ါབͅ؊̢̹֚ଲܮ
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これまで一年間にわたって展開してまいりました創立百周年記念事業も、百年史の刊行をもっていよいよ
最後を迎えようとしています。日頃より厚生財団をご支援くださる関係者の方々、団員の皆様方へ感謝の意
を表し、百周年を共に祝うことができた素晴らしい一年間となりました。
下記に、これまで実施した記念事業についてご報告いたします。

事

業

報

告

● 記念式典・祝賀会 ●
開 催 日／平成25年５月18日（土）
会
場／ANAクラウンプラザホテル新潟
出席者数／来賓…18名 招待者…95名 理事等を含む役職員…71名

●記念品贈呈●
「越後杉ブランド材」を使用したシャープペンシルȁȁ全団員へ贈呈
シャープペンシル使用者からの声
＊とても落ち着きのあるペンで嬉しく毎日使っています。木の香りがして珍しい品物です。
＊伸びやかな運筆で文字が美しく変わったかのようです。末永く大事に使わせて頂きます。
＊シックな杉の木目、あったかい木の手触り、使い勝手も良く大変気に入りました。大切に愛用いたします。

●観戦・鑑賞チケットプレゼント●
試合・公演

横浜VS巨人
横浜VS巨人
VS 柏レイソル
VS 川崎フロンターレ
上越 昼の部
上越 夜の部
中越
下越

プロ野球
Ｊリーグ
アルビレックス新潟
宝塚歌劇
鼓
童
劇団四季

チケット枚数

応募者数

当選者数

当選倍率

備考

150枚
150枚
150枚
150枚
50枚
100枚
250枚
350枚

456人
464人
221人
191人
396人
346人
842人
1,364人

77人
76人
75人
77人
25人
51人
126人
179人

5.9倍
6.1倍
2.9倍
2.5倍
15.8倍
6.8倍
6.7倍
7.6倍

チケットは
１人２席ま
で応募でき
ました。

チケット当選者からの声
＊好天の下で楽しんで参りました。バックネット真後ろで投手の球筋が良く見え、上等の席をプレゼントして頂き
感激いたしました。
＊こうした公演での孫とのデートは初めてでしたので、更に楽しい一日でした。内容も十分に楽しめるもので、
誘って良かったと思います。
＊念願叶って見た「鼓童」に感激いたしました。演目の間はただただ驚きと感動の連続で、終了後には鳴りやまな
い拍手の嵐とカーテンコール。久し振りに味わった興奮でした。

●財団マーク制定●
応
応

募
募

作

品
者

数

２４８点

数

１６５名

最優秀賞作品で
団旗を作成

うち６名（６作品）入賞
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お知らせ

新名称

一般財団法人

新潟県教職員厚生財団

ȁ̭ͦ́৾ͤ͘ழ̧̱̹ͭ́͘● ༹ף公益法人制度改革の流れと財団の動き
૽ଷഽ٨͈ڟచ؊͉Ȃ૭̦ࡠܢท̽
平成25
平成26
平成20
̹ौාĲı़࢚ͅ౬़๊֚͜౬༹
11/30
4/1 予定
12/1
移 行 期 間
૽͈֊࣐૭࣐̞̱̹ͬ͘ȃ൞૭ͬ
公益社団・財団法人
̫̀֊࣐̯̦͂ͥͦخȂ̹̺̻ͅྴ
特例民法法人
ઠ་ࢵ͈ഴܱ࣐̞ͬȂ଼ĳķාː
旧公益法人
ˍັ́ȶףވഎ̈́ڰ൲ͬ࿒എ̳͂ͥ
一般社団・財団法人
財団選択
א၌߿༹૽ȷ͈͒֊࣐ͬထ̱̞̀
移行
̳͘ȃ֊࣐ࢃ͉૧༹̱̞૽࿒എͬা̳
ۤ͂Ȃমުྀ̹͛ͅ૧̹̈́੨ܰ
̧̳̞̽̀̀͛͘͢ͅૺͬאȃ
ȁ़๊֚౬༹૽̈́ͥ͂ͅȂ୕ଷષ́ਓףমުͅచ̱̀୕ه
●一般財団法人に移行すると
̯̭̳ͦͥ͂̈́ͤ͘ͅȃ़࢚౬́͜ਓව࡙͈̜֚̾́ͥ
非営利が徹底された法人であれ
ဥॲ͈৾၌ঊͅచ̱̀ĳıɓ࡙ஂ͈̳̯́ͦ͘୕هȂ
ば法人税において収益事業のみ
税 制
ࣽࢃ͉ಎȆಿܢഎ৾ͤͅழ़̞ͭ́ͥྩܖ๕͈๖̯ͬا
課税
受取利子等に係る源泉課税
ͣͅૺ͛̀Ȃհഎ̈́মުͅא഼̳͛͘ȃ
ȁ̹͘Ȃমު൝̤̞͉̀ͅȂ֊࣐শͅף࿒എْࠗ
公益目的計画に定めた実施事業
等の着実な実施
Ȫॲܖͬڣயࠗͅॳ̱̹ף࿒എ़ॲͬڣȫͬै
事業等
それ以外は柔軟な事業の展開が
଼̱Ȃף࿒എমު͈ঔ̦݅ྩັ̫̳ͣͦ͘ȃ࢚
可能
़౬͉̭͈́ͦ́͘ףমު̜́ͥƣ૧ޗ͈̹͈͛ྦྷࡇګ
֗Ȇڰا൲Ƥͬࠑমު̱̞̩̭͂̀͂́Ȃ̳̳͘͘ࡇඤ
●貸金業法と保険業法
͈֗ޗ૦ܙ͈ޟဓ৾ͤͅழ̧̞̩̭̦̳ͭ́͂́͘ȃ
影響を避けられた内容
すべて移行

いずれかの法人形態へ移行申請

移行申請を行わなかった場合、または

認定・認可が得られなかった場合は解散

共益的な活動を目的とする法人

貸金業法
ၾܰଷͥ͢ͅັࡠഽ͈ڣଷࡠ
ဥૂ༭۾ܥഴȁ൝
保険業法
༗ࡏࠗၑ૽͈۾ဓ
ࡉ͈ڣັݯೄ̱ȁ൝

ȁͅ୕هచ̳ͥهఴ͉̜͈͈ͥ͜Ȃমުඤယ̞͉̾̀ͅఱ
̧̈́་ࢵ̵͉̜ͤͭ͘ȃ߄ު༹̤͍͢༗ࡏު༹͈ƣഐဥੰ
ٸ౬ఘƤͅ߄ဏ̥̹̹ͣ͛ͣͦ͛ͅȂັ߄͂අ༆࢚
মު͉ˎ༹͈̾ၙ͈ͬޣג̴̫Ȃ̭ͦ́͘൳အͅജٳ
̧̱̞̩̭̦̳̀͂́͘ȃ
Ȫࢩ༭ĲıĶࠇशȫ

財団社屋新築計画に関して
厚生財団では平成28年度に新しい社屋への建替えを予定しています。現在の社屋は、昭和31年に建設さ
れて築後50年以上が経過していることもあり、耐震検査において老朽化の問題を指摘されていました。耐震
強化はもちろん、費用面や利便性などを勘案した結果、現在地での新築が
［竣工予定］
適切であると判断し、理事会・評議員会での承認、議決を経て計画の作成
平成28年度
に取り組んできました。現在は、推進計画の「Ⅱ期 新築設計プラン作成 ［推進計画］
Ⅰ期 社屋新築構想期
期」に入り、財団社屋新築基本事項検討委員会を立ち上げ、
「社屋の形状」
Ⅱ期 新築設計プラン作成期
「設計･建設業者の入札方法」などの検討を進めています。
Ⅲ期 新社屋建設期
今後の計画の進行状況は、決まり次第順次お知らせしてまいります。
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平成

25年度 「新潟県民のための教育・文化活動」助成事業
厚生財団では新潟県民のための教育・文化活動への支援として、県内の教育振興団体や一般の地域
住民、子どもたちが参加する事業などに助成を行っています。今年度これまでに助成した団体及び事
業をお知らせいたします。

助成内訳
１．団体助成 …………………………………………………………………………………………………… 27団体

785万円

２．事業助成
①普通事業助成（ァ、ィは2月末まで申請可能）
ァ. 財団が後援又は財団支部が主催・共催・後援する事業 ……………… 15事業
ィ. 伝統文化芸術・サークル活動等 ……………………………………………………… 84団体
ゥ. 研究指定校・研究物発刊団体等 ……………………………………………………… 14団体
②特別事業助成

３．協

……………………………………………………………………………………………

10事業

145万円
366万円
98万円
150万円

賛 ……………………………………………………………………………………………………………………… 100万円

深めよう 絆 にいがた県民会議 平成25年度「いじめ見逃しゼロ県民運動」

総額

1,644万円

（平成25年12月末現在）

活動紹介
四半的弓道クラブ

TOSS 五色百人一首協会 新潟県支部

柏崎市立高柳小学校

第10回五色百人一首新潟県大会

継続団員連絡会 開催報告
ȁौා˕̥ͣȂࡇඤː͈̾౷ߊ଼́ĳĶාഽȶࠑ
౬֥Ⴒ၁ٛȷͬٳट̱̱̹͘ȃ
ȁၑমಿ͈Օग़́Ȃ଼ĳĵාഽ͈ڎਅমު͍ͅࠨॳޙٽ
͈༭̞࣬̀ͅȂၛຐਔාܱැমު͞٨মު̞̾̀ͅ
͈୰ྶ࣐̞̱̹͘͜ȃ̩͂ͅࠑ౬֥ͅೄ୪ͥͩ۾
ȶఉڣ
ୟၛܱැ͈গȷ͞ȶࠑ౬֥͈ప౬̧͈ͤ͘ȷ
͈͕̈́̓
̥Ȃ
ȶࠑ౬֥Ⴒ၁͈ٛၫ͈ခྫȷ
ͬهఴ̱̞̭͂̀ͥ͂
̮́ͦ̀͘ͅၑٜ̮͂ފႁ̤̹̱̱̞ͬ͘ܐȃ
ȁः͈ٛশ͉́ۼȂ̯̹ͦࠑ౬֥͈ٯအͅ౬֥൳
আ͈ၠͬ૬̧̞̹̺͛̀Ȃࢡບ͈̠̻ͅਞ̢̭̦ͥ͂́
̧̱̹͘ȃ̮ఉဥ͈ಎȂ̹̩̯͈༷ͭș̮ͅ४̺̹̞ح
̧Ȃ̜̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘ȃ
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四半的弓道 体験・交流会

総参加者数1,254名（前年より113名増）

●開催日／会場／参加者数
上越地区ġġ ĺġ Ķ㈭ ȟγΞσΧͼζȜΠȟĳıĺྴ
中越地区ġġ ĺĲĳ㈭ȟγΞσΣνȜȜΗΣಿؖȟĵĳĲྴ
下越地区ġġ ĺĳı㈮ȟłŏł·ρ;ϋίρΎγΞσ૧ګȟĶĶĸྴ
佐渡地区ġĲıġ ĵ㈮ȟส
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自動車資金貸付金

事業案内

車の購入、車検、修理などの際にご利用いただけます。

○限度額 300万円まで※1

○利率 年2.1％

返済方法

随時受
付
翌日送
金

※2

月賦返済or月賦とボーナス併用返済

例．100万円借用の場合（返済月額表による）
◇月 賦 返 済 … ５年（60回） 月額17,571円
◇月賦とボーナス併用 … ５年・月 賦 返 済（60回） 月
額
8,785円
・ボーナス返済（10回） 1回当りの元金 50,000円

提出書類 （①、②は団員マイページの「Web申請書」で作成できます）
①一般資金貸付借受申込書
②自動車資金借用証書
③車購入の場合 自動車注文書（売買契約書）の写し
車検・修理等の場合

見積書 or 請求書の写し

※1 注文書や見積書の金額を超える貸付はできません。 ※2 土日、祝日にかかる場合は銀行の翌営業日になります。

その他貸付金 （詳しくは貸付規程をご覧ください）
・生活資金

・学資金

・入学資金

・住宅・宅地資金

など…

͈́Ȃ̮ၑٜ̱̩̤̳̱̞ͧ͘͢ܐȃ

特別厚生費について
就学祝金の請求忘れにご注意ください。
ȁਖڠਿ߄࡛ͬह̳̤͈ܱ́ͤ͂ئ̧͉͈ͥ́ݥȃ
ਖڠਿ߄͉Ȃݥমဇ̦อ̳͈̦ͥාഽȪྀා
ːˍȫ̞̠̭̜͂͂ͤ͜Ȃདྷ̱̠ͦ̀͘ાࣣ͜ఉ
̞̳͈́́Ąً̺̦̑̀͘ࡠܢ͉༷̞̞̯̈́̀ͦݥ
̱̞̠̮ͩ̈́͘͢ಕփ̩̺̯̞ȃ
Ⱥ࡛ह̧ͥ́ݥম႕Ȼȁ଼24ාഽਖڠ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ଼25ාഽਖڠ
所属長証明による請求は３月末までです。
ȁਫ਼௺ಿબྶ̥ͣબྶഞັ̧͈͒་ࢵ͈֊࣐ܢ
̩̦̈́͘͜ۼਞၭ̱̳͘ȃਫ਼௺ಿબྶ͈͙͈ݥ͉
3月31日（月）͈ဍ́͘ັ̞̹̱̳͘ȃː
̥͉ͣݥ֚͂ͅબྶ͈ഞັ̦ຈଌ̳̈́ͤ͘ͅ

手続きの変更に伴う新しい請求書の書式を４月に厚生財
団のホームページと団員マイページへ掲載いたします。

積立金明細書の提出をお願いします
ȁ႕ා̤ݯ̳̞̱̞̀͘ܐၳ͂ڣୟၛ͈ڣ༭࣬ͬ
̱̞̹̺̩̀শ̹̱̞̦ͤ͘͘ܢȃ࡛౬֥͈ٯအͅ
͉ୟၛ߄ྶळ̤̱̱̹͈ͬͤ́͘Ȃ́͘ࡠܢ
̧̤̳̱̞ͬ͘ͅܐȃ
ȁ૧̱̞ୟၛ̳̥́ͣˏ͉ݥ͈́ڣȃ
ȺࡠܢȻ़౬߸զȁ２月 ５ 日（水）
ȁȁȁȁȁȁ࢚  ़ ౬ ȁ２月12日（水）

団員マイページのお知らせ

アクセスは財団ホームページから

パスワードを忘れたときは
新しい初期パスワードを設定して
郵送にてご案内しますので
財団までご連絡ください。

URL http://www.koseizaidan.or.jp

パソコンやスマートフォンで利用できます。
SSL証明に対応して安心です。

払込金･残高明細書は2ヵ年度分まで照会が可能
書式の作成ができて簡単

■パスワードは団員マイページ内のパス
ワード変更画面から変更できます。変更
しないで初期パスワードのまま使うこと
もできますが、セキュリティ強化のため
にも変更されることをお薦めします。

団員マイページメニュー
１.団員情報

３.明細書送付設定

２.払込残高明細書

４.Web申請書

このシステムは現職団員の方のみを対象に始めさせていただきましたので、継続団員の方はご利用できません。
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年度末退職に伴う手続きをお願いします
ȁාഽྎపͥ͢ͅప౬শͅຈါ̈́Ȃ႒͈ັͬٳই̱̞̳̀͘ȃݥ͈ܱئͬܢ́͘ͅຈ̴
̮̩̺̯̞ȃ

提出書類
提出期日

… 「厚生資金積立金払戻請求書（兼継続団員申込書）」
… 平成26年３月26日（水）まで

ୟၛ߄̤ͬ༐̱̱̳͘

厚生資金積立金払戻金の送金日…平成26年４月30日（水）
ັ߄͈ॼ߄൝࢚ͬ߄ୟၛ߄̥ͣୄॳ̱̹͈̻Ȃ࿗߄ڣȪະ௷߄ڣ൝܄
͚ȫ͈ͬːಎ̤ࣼͅඑ̫̞̹̱̳͘ȃ

書類はどこでもらえますか？
①各所属所へ送付済みです。
ȁˍͅڎਫ਼௺ਫ਼͒ˍ໐̴̾ັ̞̹̱̱̹͈́͘Ȃমྩ൚৪အ̤͒࿚̵̞ࣣ̩̺̯̞ͩȃ

②厚生財団ホームページの「書式集」からダウンロード・印刷できます。
③「Web申請書」をご利用ください。
ȁ़࢚౬γȜθβȜΐඤ̜ͥͅȨ౬֥ζͼβȜΐȩͅυΈͼῢ̱ഩঊ૭̧̳́͘ȃ
ȁġ ႒͈͜ຈါ̳́ȃഩঊै଼̯̹͉֣ͦक़̱̀ȂܱවȆඪ़̢֣͈̠࢚౬́͘
̤̩̺̯̞ͤȃ
ɖυΈͼϋŊŅȆΩΑχȜΡ̹͉̤ͬ͘དྷ͈ͦાࣣ͉Ȃ̤ഩდȆιȜσ൝̮́Ⴒ၁̩̺̯̞ȃ
ȁܢΩΑχȜΡͬठ୭̱Ȃဍ̵̤̞̹̱̳́ͣ͘ȃ

ȡపࢃ͜ࠑ̱̀౬̧֥̭̦̳̈́ͥ͂́͘ͅȡ

継 続 団 員 制 度
Ȇह౬ۼܢĳĶාոષȁȁȆࠑ౬֥ୟၛ߄ͬව౬শͅୟ͙ၛ̀ͥ
加入資格 ġ
ġ
Ȇపࢃ͜૧ࡇګඤͅहਯ̳ͥȪ࡛শͅႋ୪ࡇ̥ͣྩ̱̞̹ͬ̀ાࣣ͜خȫ
継続団員の厚生事業
ȁຽ࢚Ȇඅ༆࢚͈௭ဓȟ૽ۼΡΛ·͈ၳ༞੩ȟڰ߄ັ߄͈၌ဥȤ̈́̓
ȁࠑ౬֥حව૭ࣺ৪͉Ȃࠑ౬֥ୟၛ߄ͬ࿗߄̥ͣओ֨ව߄̱̳͘ȃະ௷߄̦อ̱̹ાࣣ͉ːಎ̤ͅ
̵̱̳͈ͣ́͘Ȃ̤֚́گ૦ࣺ͙̩̺̯̞ͤȃ

٨মࣜȁ଼ĳķාːˍոࣛͅව౬̳ͥ૧ܰࠑ౬֥ͤ͢ഐဥ̯̳ͦ͘ȃ
ԅȅව౬শୟၛ߄ġ
Ԇȅ حව ࡠ ܢġ
ġ

継続団員積立金200万円以上ġ ̵ྀ͈ࣺ͙͉̜ͤͭ͘ȃ
満80歳に達した年度末までġ ഷಎప౬̧͉̞̳̾́́͘͜ȃ
୯࿒ාႢȪĸıपȆĸĶपȆĹıपȫ́ప౬̱̹ાࣣ͉քႻ߄ͬ௭ဓ

★お知らせ

ྵ༗ࡏȆޗ֥ා߄̞̾̀ͅ
ȁࠑ౬֥ͅحව̯̞ͦ̈́ાࣣȂ२֔ྵຽ༗ࡏ͉ࡢ૽ե̞͂̈́ͤȂޗ֥ා߄ଷഽ͉ࣽ́͘ͅୟ͙ၛ
̹̤̀ͬ߄ڥ̧̞̹̺̳৾ͤ͘ȃમळ͉२֔ྵ̥ͣႲ၁̦̜̳ͤ͘ȃ

අ༆࢚ȶזා౬֥ਿ߄ȷ
ȁह౬ාତͅ؊̲̀௭ဓ̱̳͘ȃ˒ྎু൲૦ࣺȪව౬ා଼̦˕ාഽո͈ࣛ౬֥͉࡛শͅ௭ဓफ
͙̳́ȫ

పͬਿ̠͈ٛ͒ઉఞ
招待者／平成26年度末に退職される在団期間25年以上の方

開催時期／平成26年6月

ȁྀාȂ४༷̹̯ͦحș̮ͤ͢ࢡບͬೀ̩ಓॹ̳ٛ́ȃમ̱̩͉ˑͅմඤͬओ̱ષ̬̳͈́͘Ȃ̤ည̞
̵̶̢ࣣ͈̠̮ͩ͌४̞̯̺̩حȃٯအ͈ಿා͈ࢄႻ̤̱̞̹̱̳ͬ̀̈́͘͜ȃ
6ġ
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˭ȇġȁັ߄͈֚گ༐फ̧̱̹̞͉̠̳ͬ͂̓
̞̞̳̥ͦ͊́ȉ

監査法人の確認調査を行います

˝ȇġȁ̴͘Ȃັ߄͈ॼࣞͬ౬֥ζͼβȜΐ̥
̞̯̺̩̱ͣ̀ږȃυΈͼϋ̳ͬͥ͂Ȃ
ࣺॼࣞྶळْ࿂͈ັ߄ྶळ͈̭͂ͧ

ͥऔͬঔ̱̞̳̀͘ȃऔచય̹͊ͦͅ
༷͉ͅջှ̦ັ̯̳͈ͦ́͘Ȃඑ̧̱͘
̹̮ͣފႁ̤̳̱̞͘ܐȃ

ȁ۬औࠀ̞ͬࠫͭ́ͥ૧ུခࡠୣහ۬औ༹
૽ྀ͉́ාˎͅୟၛ߄Ȇັ߄͈ॼ̳ࣞͅ۾

ͅȶࣽྎ͈ॼࣞȷ̞̠͂ࣜ࿒̦̜ͤ͘
̳ȃࣽྎ͈ॼ̞̠͈͉ࣞ͂߄ݥ͈ڎ

手帳のマークが新しくなりました

ͬڣව߄̱̹̜͈͂ॼࣞ ɦˍ́Ȃ̮။̈́ͅ

ȁຐਔාܱැমު̹́͊ͦ૧̱̞ζȜ·ͬ
ನȪεΉΛΠๅȟŃˑๅȫࣽ͜ͅා̥ͣनဥ̞

ͥ ɦˎ͈Ȃ̷͈ତল̦૦ࣺ͚ͤ߄̈́͂ڣ
̳ͤ͘ȃ

̹̱̱̹͘ȃ
ȁ࡛౬֥Ȫܛབ৪ȫ͂ࠑ౬֥͈ٯအ͉̤එ
̶̫̱̹͈̮ͬ͌͜ڰဥ̩̺̯̞ȃ

ȁȁġȁॼ̹̱ࣞͬͣږȂਫ਼௺ਫ਼़ͅ౬͈૦ࣺ
ဥঞ ɦˏ̦̜̳͈ͤ́͘Ȃ̷ͦͬঀ̽̀
ྎ́͘ͅ૦ࣺ͙̱̩̺̯̞ͤͬ̀ȃ̜͂
͉Ȃ़࢚౬֚́͘گ༐फ͈কͬഩდႲ၁
̱̞̹̺̩֚̀͂گ༐फ͈ۖၭ̳͂̈́ͤ͘ȃ

住所が変わったときは変更手続きを
ȁުݝȆݝಎ͈౬֥͂ࡇၛࣞࢷ͈౬֥͈ٯအ
̞͉̾̀ͅȂːࣺͅ߄Ȇॼࣞྶळͬັ
̧̳͈ͥ͂զ୶̦ഴਯਫ਼̳͂̈́ͤ͘ȃ̷̭
́Ȃਯਫ਼་ࢵ̦̜̹̽ાࣣ͉౬֥ζͼβȜΐ̥
ͣ་ࢵ̧̱̩̺̯̞ͬ̀ȃ

ɦˍġȁδȜΑ༐फ͉ͅॼࣞͅȂஜ͈ٝδȜΑ
ࣺ̥ͣ൚͈́͘၌ঊ̧̦̳̞̯̀ͦ͘ॳحȃ
ɦˎġȁ౬֥ζͼβȜΐ͈ࣺॼࣞྶळྀ͉లˍא
ުͬࡔ௱ͅࢵ૧̯̳ͦ͘ȃ
ɦˏġȁ૦ࣺဥঞͬঀ̧̹͈̽͂߄ତၳ़͉౬̳́ȃ

各種払込金の照会をするには団員マイページ！
新潟県教職員厚生財団
員厚生財団

検索

団員マイページにログイン後 払込残高明細書 をクリック
パスワードをお忘れの場合は厚生財団までご連絡ください。
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新潟県歴史
シリーズ

̷̠̺̈́ͭ૧͈ࡇګႤঃ
లĵٝ

૧͈ګༀ̴͉̥̹̽͘ġȡ૧ګༀ͈Ⴄঃȡ
չȁਰȪஜ૧ګঌၛ૧ࢷڠګಿȆஜ़࢚౬ၑমȫ
̈́ۋ̧̦̞́̈́ȃ̷͈ࠫضȂକ̦ુͅఉ

新潟県人が旅行すると…

̞ༀ͂̈́ͤȂແ̳̩ͤ͞Ȃৗ͈՛̞ༀ̈́ͅ

ȁ૧̦૽ࡇګၫ࣐̳ͥ͂Ȃ
ȶఈࡇ͈ༀ̴͉͂̀͘͜

ͥȃমȂಎ͞༗ۯಎͅແ෴̱̹૧ګༀ͜ఉ

̩͓̹͈͉̞̀ͣͦ́̈́͜ȷ̞̠͂დఴ̦ͥȃ

̩Ȃ
ȶ૧͈ګༀ̴͉̞͘ȷ͉Ȃུ͈ુে͂̈́̽̀

ȁ̱̥̱Ḁ̑̾̀૧͈ګༀ͉Ȃߗໜ͈ು̢̯́͜

̞̹ȃ

̹̞́ͥ͘ȶು̨̹͘ༀȷ͂࡞ͩͦȂ̴̞͘ༀ
͈యྴত̜̹͈̺́̽͜ȃ

大河津分水と農林１号とコシヒカリ
ȁ૧͈ګༀ̦ȶຽ͈ༀȷͅઌ͉̳ͥͅڒȂఱع

越後米は加賀米の半値

ೋକ଼͈ۖ͂ႅˍ͈ഴાͬఞ̹̫̈́ͦ͊̈́

ȁࠐאϋσΗϋΠ͈୶ߐ̫̞͂ͩͦͥ٬༗ၿ

̞ͣ̈́ȃఱୃĲĴා͈ఱعೋକ͈̈́̓ࢥعম

ȪĲĸĶĶȽĲĹĲĸȫ͉Ȃࢺশయಎͅܢ࣭ͬٝͤȂ

ͤ͢ͅȂۋന̹̺͛ͭૺ̦اȂକന͈କպ୯̦

๋͈͛ͅݥ؊̲̀ࠐफଽॐͬ୰̞̹ȃ͉Ȃٖح

خෝ̹̈́̽ͅȃ

़๋͈ଽ٨̹͈͛ͅڟȂষ͈̠̈́͢࡞̱̞ͬ̀ͥȃ

ȁ̯ͣͅȂგˑාͅ૧ࡇګমদࡑા଼͈ع

ȁ
ȶ͈ٖحྙ̱̞ༀͬఱा̩́ࣞคͤȂ̴̞̹͘

͉Ȃྙ͈ၻ̞ޭ்ਅ͈ႅˍͬٳอ̳ͥȃ

̦͛ͅڒثհ̞ࢃקༀͬฃ̞වͦ̀Ȃ࣭ٖحඤ́

̭ͦͤ͢ͅȂਓڗশ்̦ͤ͘ܢȂ̈́ুடۋ

ક̳ͦ͊Ȃඵȡ२ྔ͈၌̦ͥףȃࢃק

࣐̠̭̦ͬ͂خෝ̹̈́̽ͅȃ̷͈ࠫضȂು̨̹͘

ༀ͈ح͉ڒثਗༀ͈̜ͥ́ڣȃ
ȷ

ༀ͈ྴͬ༐ષ̱̹͈̺̹̽ȃ

ȁ̹͘Ȃཤஜ͈৽̹̻͈ಎ͉ͅȂ૧́ྡګհ

ȁ૧͈ګༀ̦ȶ̤̞̱̞ༀȷͅઌ͉͈̳ͥڒȂ࡞

̞ࢃקༀͬฃ̞ັ̫̀ଳඤ͍ͅȂවຩന́

̠̩́̈́͘͜ΏΪς͈ഴાͥ͢ͅȃგĲĺා

൱̩ຩঊ͈๑ༀဥ̱͂̀์ค̳ͥ৪̦̞̹ȃ̷͈

૧ࡇګমদࡑા͈ࣞޘ

̱ͬ̀͂كͤܦୟ͙ࣺ͙Ȃڎ౷́ค̱̀ݕ၌ף

ࢼ̦̱̹ܿႅ

ͬષ̬̹̞̠͂ȃ̯ͣͅࢃקༀ͉ܶᵈ̧̦̤̹ष

ˍ͂ႅĳĳ͈ঊః

͈ݣ੩ༀ̱͂̀͜ਹ༯̱̹ȃ̴̞ͦ͜Ȃհ̥̹̽

̦֔ࡇକ֞ࡑા͒

̹̜͛́ͥȃ

ͣͦȶקධĲĸȷ͂̈́ͤȂ

ȁ̷ͦ́͜ࢺশయ͈ࢃקༀ͉̈́ڒࡕ๋͈ڎऔ

૧̦ࡇګ႗ਅͅঐ

̦̜̹̹̽͛Ȃ๋ༀ̴͉̞̦֚̈́ͣ͘͜ܖ͉

̳̭ͥ͂́ȶΏΪςȷ

ྖ̹̱̀ၠ̱̹ȃ̱̥̱ྶহܢȂ๋̦ྫ̩̈́ͥ

̹͈̜͂̈́̽́ͥȃ

͂Ȃ໐̦౷৽ༀ̱͂̀ၠ̳̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ

コシヒカリの産みの親・
高橋浩之技師

౷৽̹̻͉এ̞এ̞̹̹̱͛ͅكȂৗ͊ͣͅ

世界の常識

̧̦̜̾ͤȂல՛̈́ༀ̦ఉ̩ၠ̱̹ȃ̷̱̀Ȃ
ా̦̹̱ۏ૧ȶশম૧༭ȷͅ૧͈ګༀ

ȁგ͈͛́͘ȶ૧͈ګༀ̴͉̞͘ȷུ̦͈

̴͉̞̞̠ܱ͂͘ম̦̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ

ુে̜̹́̽ȃࣽ͞ȶ૧͈ګༀ͉̤̞̱̞ȷ̦ଲ
ુ͈ٮে̜́ͥȃ૧ګༀ͈Ⴄঃ͉Ȃ
ȶુে͉͂ͣ
͈͉̩ͩͦͥ́̈́͜Ȃু̹̻́་̢̞̩͈̀͜

なぜまずかったのか？

̜́ͥȷ̭͂ͬজ̢̹̻̩ͥͦ̀ͅޗȃ

ȁ͉ࢃק೩౷̦ఉ̩Ȃକന͉֚ාಎକͅ૫̥̽
̞̹̀ȃ֞ͤ͜ۈౡକ̱̹କന࣐̹̹́̽͛Ȃༀ
͉କ઼ً͚ͬͅ܄ȃ̯ͣͅȂࢃקༀ͉๓Ȫ̤

参考文献 「新潟の米百年史」新潟県
「時事新報 （大正元年12月13日の新聞記事）」
写
真 「ふるさと長岡の人びと」長岡市

̩̀ȫ̦ఉ̩Ȃༀ͈ਓ̦ܢڗਝ͈ಿַ͂ਹ̈́ͤ

8ġ
ə̭͈ࢩ༭ঞ͉౷͈ݩႂ̹ͬͥ͛Ȃठঞͬঀဥ̱̞̳̀͘ȃ

