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Ｊネットの活動とお知らせ　
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１　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、Ｊネット活動は大幅変更
    新型コロナウイルス感染禍にあって、会員はじめ関係者の安全確保のため、当局からの緊急事態宣言 

の指示をふまえて、下記にてＪネット事業活動を変更します。

（1）第４６回勉強会を延期　　
　 　2月 28 日 ( 金 ) の第 46 回勉強会「国立西洋美術館建築ツアー　ル・コルビｭジエの建築」は取り止め、
　  延期としました。実施日は未定ですが、「たより」やＨＰ（ホームページ ) にてご案内します。

 （2）上越での交流会は延期
　春の交流会は取り止め、条件が整えば秋にでも開催します。

    （3）東京サロンは、4月および 5月は中止
　　6 月以降につきましても、状況次第では中止もあります。事務局にご照会いただくか、「たより」や
　 ＨＰをご覧ください

    （4）令和 2年度年次総会は書面にて開催
　　5 月 23 日（土）開催予定の令和 2年度年次総会は、会合を取り止め、5月 25 日発送にて、全会員に
　 年次総会資料を「たより」6月 10 日号に同封し、議案をお諮りします。決議の結果は、ＨＰおよび「た

　 より」7月 25 日号にてお知らせします。

    （5）文化講演会および懇親会は延期
   　　  上記年次総会時に予定していた文化講演会および懇親会は取り止め、下記にて開催します。後日、　

　 　ご案内しますが、状況次第では、来年 2月までの延期もあります。

    　　　9月 27 日（日）15：00－19：00

   　　　会場：アルカディア市ヶ谷私学会館　　　　

　   　　 文化講演会　　   15：00－16：15

　　　   演題　　オリンピック・パラリンピック運動とは？

　　       講師　　瀧澤康二氏　　日本体育大学同窓会長。東京板倉会名誉会長。

　　　　　　　　　　　　　       国際体操連盟名誉副会長。

                                                              日本体育大学名誉教授。Ｊネット会員。

               懇親会　　　　　16：30－19：00

2　ＨＰ（ホームページ）をリニューアルしました
　ＨＰおよび「たより」にてご案内してまいりましたが、本年 4月 1日（水）に、ＨＰのリニューアル

を行いました。ぜひ、ネットにて、「ふるさと上越ネットワーク」、または、https://joetsu.gr.jp/ を検索して、

ご覧ください。

　リニューアルし、新設、改訂した主な点は次の通りです。

　　①　上越市の紹介と宣伝のために、上越の写真（四季）を大きく掲載。（新設）

　　②　Ｊネット活動（サロン、勉強会など）の楽しさをより一層、アピール。

　　③　上越市やＪネット特別賛助会員（法人会員）のＨＰとのリンク。（新設）
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同窓会・郷友会コーナー　

④　会員専用メニューを設定。（新設―工事中）

　　内容は、上越タイムス電子版閲覧、ならびに上越産品購入等を予定しています。

　　　イ . 上越タイムス電子版との接続は、コロナウイルス禍により同社との打ち合わせをメー
　　　　　　　ルに切り替え、工事中ですが、もう少し時間が必要です。

　　　ロ . 上越産品購入は、製造販売事業者との調整にかなりの時間を要します。

⑤　ＳＳＬ対応（個人情報保護）を実装した入会画面を設定。（新設―工事中）

⑥　スマートフォンにも対応。( 新設 )

　  　なお、現行ＨＰに蓄積されたデータもすべて移管しますが、  量が膨大であるため、少し時

　　間をいただいて移行作業を進めてまいります。

　　 以上が、リニューアルの概要ですが、まだまだ不十分です。より改善いたしたく、皆さま

      からのご意見、コメント、投寄稿などをお待ちしています。

　最後に、8年間もＨＰを担当運営されてきた中村理事、今回のリニューアルに携わった川
　　堀副事務局長と広報会議メンバー、中心になって推進されてきた福崎運営委員、事務局宮里
　　さん、ならびにアライ印刷様のご尽力に対しまして、深い感謝を記します。

　まことにありがとうございました。

＜JネットHPの画面です＞
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とれたて上越　　

　
 

　
　　

とれたて上越コーナー　　
⑴　上越の行事・展示会の予定　

　　　　新型コロナウイルス禍の影響で、行事や展示会は中止など変更となりました。
　         ① 逸品展示「楊洲周延肉筆画展」　上越歴史博物館（本城町）　　

　   　元高田藩士で、明治中期に活躍し、美人画や憲法発布式典画で有名な楊州周延（ちかのぶ）
　    の肉筆画展です。6月28日まで。

　　　　　② 春の企画展「斎藤真一の旅立ち」　瞽女ミュージアム高田（本町7）
　　　含みのある色彩に原色を配して瞽女の世界観に迫る斎藤真一画伯の作品展です。
　　　5月2～6日、6月6日～23日まで。

　　　　　③ 観光地引網　上下浜海岸(柿崎区)
　　　早朝に網を仕掛け、参加者全員で網を引きます。参加者には浜汁が振る舞われます。
             7月26日(日)5：30－7：00。事前申込は不要。お問合せ：柿崎観光協会（TEL025-536-9042）

 ⑵　上越の話題
    ① 上越ナンバーの交付は5月から
         現在、上越市、妙高市、糸魚川市の上越地域では、自動車ナンバープレートは、「長岡」
　ナンバーが使用されていますが、5月11日より、「上越」ナンバープレートが交付されます。
　　図柄なしと図柄入り2パターンの全部で3種類です。図柄入りはカラー版とモノトーン版があ　

　　　　　 り、一枚のプレートに桜と上杉謙信（上越市）、妙高山（妙高市）、ヒスイ（糸魚川市）がデ           
    ザインされています。
         なお、カラー版は、交付料のほかに、1,000円の寄付が必要です。詳しくは、上越市HPをご
     覧ください。

　② 映画「瞽女」のご案内
　　 滝澤正治監督の映画「瞽女」が完成。最後の瞽女、小林ハルの生涯を描いたもので、生後3
      ケ月で失明したハルが、困難な中で、やがて真の慈愛を知ることになります。
          ロケ地は、上越や三条はじめ新潟県内。「いい人と歩けば祭り、悪い人と歩けば修行」とい
      う瞽女の心や瞽女さんを受け入れるふるさと上越の優しさにもふれる映画です。
      　キャストも、吉本実憂はじめ、宮下順子、小林綾子、渡辺裕之、国広富之、田中健、寺田農 、
      左時枝、渡辺美佐子、奈良岡朋子（語り部）などが出演、小林幸子（歌手）は占い師の役で 登
 　 場です。

東京での試写会は、6月3日(月)、有楽町マリオン「朝日ホール」です。(事前申し込みが必要)
上越では、高田世界館にて6月20日以降公開予定です。
     照会先：映画瞽女GOZE制作委員会TEL03-5621-6622、FAX03-5621-6616。

　　　
　　　　 　

同窓会・郷友会のご案内　　

　     「たより」発行日から３ケ月以内に開催する会をご案内します。情報をJネット事務局までお寄せください。　 
⑴　上越総合技術高校同窓会

① 本部同窓会総会は、開催は関係機関の収束宣言後に決定します。
② 関東支部同窓会は、総会は取り止め、会員へは総会資料を郵送、往復葉書にてご意見・賛否を諮

　　ります。

⑵　高田北城高校同窓会東京支部会
① 東京支部会は、当初予定の6月7日開催が中止となりました。
② 本部総会は、本年は同校創立120周年を記念し、10月24日（土）に予定。

⑶　高田高校同窓会
①　東京支部髙田高校祭は、当初予定の6月19日開催が中止となりました。
②　関西支部総会は、中止となりました。
③　本部の大校友祭は、中止となりました。
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③冊子「雁木散策」の発刊と配布
越後高田雁木ねっとわーく（会長高野恒男）は、3月に冊子「雁木散策」を発刊しました。
雁木は、全長13kmと日本一の長さですが、その風情ある景観とともに
雪国の「ゆずりあい」文化（お互いさま）も育んできました。同会は、  
そうした雁木の魅力を紹介し、その保存に努めて、活動しています。
　冊子は全32頁で、雁木の解説、雁木地図と散策ガイド、各町内の特色
のある雁木と町家の写真それに3月に募集した「撮って発見雁木の魅力写
真コンテスト」の写真など、インパクトのある内容です。
　上越観光コンベンション協会や観光案内所でも入手できますが、　　
このたび、Jネットは、高野会長にお願いして200冊入手しました。　　
我々Jネットを通じても、美しい雁木を全国に発信したいと思います。

冊子ご希望の会員は、Jネット事務局宮里まで。(無料)
TEL03-5244-5138、FAX 03－3294－6106、メールk.miyazato@araipt.co.jp。

④「松平忠輝公と城下町高田」の発刊
松平忠輝公と五郎八姫（いろはひめ）の会（佐藤真司会長）は、このほど、冊子「松平忠輝公と城
下町高田―松平忠輝公と五郎姫の歴史を辿る」を発刊しました。
 　同会は、平成19年（2007年）に発足、高田の街の基礎を築いた高田城初代城主松平忠輝公と妻
五郎八姫（伊達政宗娘）の業績や生涯について、諸行事への参加や紙芝居、DVD,パネル展示、講演会
などを通じて、紹介してきました。

⑶ パワースポット上越
パワースポットとは、エネルギーが満ちあふれていると信じられている場のこと。40年ほど前から、

　全国各地で、精霊が宿るとされる名山や大岩などや神社仏閣などの聖地がパワースポットと名付けられて

きた。

　　偏見かもしれないが、女性、とくに若い女性はパワースポットが好きだ。気軽に、人気の占い師に通

　うがごとく、パワースポットには若い女性が群がる。温泉とおいしい食事があればなおさらのことです。

ミステリアスとパワーの組み合わせでエネルギーを生み出すような場所、その意味において、実は、上

　越にはパワースポットと呼んでも不思議ではない場が結構多い。しかも温泉もあり、お食事もおいしい。

　　まずは、東京から2時間の上越妙高駅から、車で15分、板倉区のパワースポットを紹介しましょう。

①人柱供養堂（板倉区猿供養寺）

猿供養寺部落には、地滑りを防ぐために旅の僧が自ら進ん
で人 柱となったという伝説があった。昭和12年、村人が客土中
に掘り出した大甕の中から、座禅姿の人骨と宋銭が出てきた。昭
和36年に新大医学部で人骨を調査、踵の骨が丈夫な50 才ほどの
男性と判明した。遊行僧の骨である。伝説は事実だったのだ。
　村では、その人骨一体を保存ケースに納めたお堂と標柱塔を
建て、毎年7月に旅僧の供養を行っている。この人骨を拝観し、
旅僧に感謝し、受験などのすべり止めや商売にしくじりのないよ
う、祈る訪問者も多い。
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 ②　山寺薬師（板倉区東山寺）

　千数百年前に開かれた山寺薬師は、かっては、
七堂伽藍が立ち並び、山岳仏教の一大本山として、

山寺三千坊の名で広く世に知られていた。

地震や兵乱で多くを失い、現存する仏像は、薬師・

釈迦・弥陀の 3 像のみだが、その厳かな御姿は

昭和 33 年に県文化財の指定を受けた。境内の長

い石段や杉並木が往時のおもかげを残し、静かな

雰囲気を漂わせており、延命清水からの登り口は

熊野古道を感じさせる。

③　延命清水（板倉区東山寺）
　延命清水は、山寺薬師の脇

から湧き出ており、水の湧出
口の上には石仏が祀られてい
る。清水は、薬師堂の下を通
ってこんこんと湧き出ていて、
日照りでも、大雨でも水量は
常に一定だと言われている。若がえりの水、万病に
きくと言われ、この泉の一滴で命が救われた難病
の人々がいたので 延命清水と呼ばれる。
　効能はさておき、延命清水で沸かしたお茶は文
句なくおいしい。

④　やすらぎ荘（板倉区久々野）
　山寺薬師や人柱供養堂に近いやすらぎ荘は、山
の温泉（硫黄泉）と海の温泉（塩水泉）の 2 つの
温泉が同時に楽しめるという珍しい温浴施設。日
帰りも宿泊も可。山菜料理とお刺身、それに板倉
名物のそばがうまく、窓からの里山が美しい。宿
泊費も 1 泊 2 食で 10 千円前後。詳しくは、ネッ
トで「ゑしんの里　やすらぎ荘」を検索してご覧
ください。

山寺薬師3像

延命清水（薬師清水）

　⑤　ゑしんの里記念館（板倉区米増）
　浄土真宗宗祖親鸞の妻「恵信尼」は、京都の豪族で越後に所領
を持つ三善為教の娘。彼女の晩年の住居跡と伝えらえる場所に五
輪塔と記念館がある。記念館には、恵信尼に関する絵像、書状、
伝記絵など様々な資料も展示されている。しっかりした書体は教
養の高さをうかがわせる。その恵信尼の書状によって親鸞の実在
が証明されたといわれるが、親鸞をして妻帯せしめた、魅力ある
芯の強い女性恵心尼の存在感がみなぎる。　記念館も、妙高山を
望む庭に向かって水を配し、木とコンクリートの調和が美しい。併設する仏堂を模した恵心さま会館には、大
きな阿弥陀仏像を中央にして、左右に親鸞・恵心尼像の掛け軸が掛けられ、参拝者の心は安らぐ。　　

「Ｊネットのお花見　平成 19 年 4月 13 日

 市長さんを囲んで 、高田城址公園。

Ｊネット植樹の桜の前で」 

「 平成 13 年に Ｊネットが植樹した桜

（ 手前の標柱の桜 ）も満開。　　

令和 2年 4月４日。撮影　松川太賀雄さん」
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上越産品販売のお知らせ

瀧川鯉橋 師匠　◎出演予定◎　　

●Ｊネットふるさと市場では、各社パンフに加えて「取次販売商品一覧」(A3 版１枚 ) と注文書を同
封にてお届していします。　※会員は送料無料でお取り寄せができますので、どうぞご利用ください。
　（4/27 以降のご注文は、関係各所休業のため５/７～よりお手続きいたします。商品ご到着まで少々おまちください。）

●上越のこの一品。
　

　10 年間木樽で熟成させたコシヒカリ味噌。独特の
香りとコクが特徴で、お味噌汁はもちろん、ご飯にも
良し。スーパーには絶対に売っていないオンリーワン
味噌です。

　

●「新潟・上越妙高　うまさ直送！雪国マルシェ」
は５月まで中止。

　恒例の上越特産品販売の「雪国マルシェ」は、新
型コロナウイルスの影響で 5月までは中止します。

　6月は、27日（土）、28日（日）を予定しています。

●上越産品のギャラリーショップと新店舗開設
（予定）のお知らせ。

　交通会館４Ｆの JCV 東京情報センター「ギャラ
リーショップ」は目下休業中です。同社は、7月に交
通会館 1F に、上越産品販売店輔開設を予定して
います。

　　【お問合せ先】

　　JCV 東京情報センター（TEL 03（5218）7730）

　瀧川鯉橋でございます。
　大変な状況下、弱ったものですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
　私は、3月からほとんどが公演中止になり、寄席も休席になりまして、4月の高座機会は全く無し。
　もっぱら家でテレビドラマやＤＶＤ鑑賞、あとは料理するのが楽しみなくらいですかねー。たまに稽古
もしておりますが(苦笑)。
　皆様には、どうぞ「三密」を避け、お元気にお過ごしくださいますよう。
   下記、出演予定もあるにはありますが、変更・中止の可能性も高く、何しろ新型コロナ禍の収束を祈る
ばかりです。
   「新型コロナ」と掛けまして、「名古屋へ急ぐ人を見送る言葉」と解く。その心は、「早くオワリに向かって
欲しい！」
◎全てのお問合せは、rik_yoh_taki@taupe.plala.or.jp(鯉橋メールアドレス)、
または、03-3845-1202(鯉橋)からも承ります。
　鯉橋ブログ「七転び八起きの末のホンダラダ」にて随時更新掲載しております。 瀧川鯉橋拝

　◇5/26(火)お江戸日本橋亭「俺たち日大文理with鯉枝and正二郎～あの鯉枝が帰ってきた！～」

時　間：午后6時～8時半ごろ。木戸銭：2000円(前売・予約1500円)

出　演：桃之助、小柳、鯉枝-お仲入り-里光、正二郎、鯉橋(出演順)   会　場：お江戸日本橋亭(三越前)

お問合せ：03-5909-3080(芸協)

　◇5/30(土)梶原「いろは亭」昼公演　　お問合せ：03-6322-1622(いろは亭)

時　間：午后1時半～4時半ごろ　　木戸銭：2300円(チラシ割引有り)　出　演：鯉橋ほか。

会　場：梶原「いろは亭」(都電・梶原、またはJR上中里・尾久より徒歩約7～10分。上中里3-1-4。線路沿い）

　◇6/20(土),6/27　梶原いろは亭、午后1時半～4時半ごろ。　お問合せ：03-6322-1622(いろは亭)

　◇7/17(金)人形町落語会、午后6時半～9時。お問合せは鯉橋まで。

製造販売元：山本味噌醸造場。
ご注文は、同封の「取次販売商品一覧」
をご利用ください。

内容量 400g、324 円（税込）。
　１０年味噌「新潟こしひかり味噌」
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Jネットからのお知らせとお願い

Ｊネット会員からのメッセージ　
　

    コロナウイルス禍のみならず、我々は難しい時代に生きています。こんな時こそ、ふるさとを
思い、そこに繋がる我々が互いに励まし合って、元気を出していきたいと願っています。
　そこで、今回は会員の皆さまから寄せられたメッセージを掲載します。掲載は、到着順で、発信
者の思いを伝えるため、原文のまま、記載します。カッコ内は発信者 ( イニシャル等も含む ) です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伊藤利彦）
●がんばろう、がんばろう、がんばろう、我らは雪にも負けない上越人じゃあないか！ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｋ.M）
●ふるさとを離れても心はいつも上越。力を合わせて、難局を乗り切ろう！　　　（虎）

●今はガマン！ガマン！祇園祭で盛り上げよう！　　　　　　　　　　　　　　（Ｔ.Ｎ）

●コロナウィルス（covid -19）はかなり手ごわそうです。いわゆる 3密を避けて、暫
　くは耐えしのぎましょう！　必ず元通りの生活が戻ることを固く信じて、前向き思考
　でお互い頑張りましょう！　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　( 勝島敏明 )

●感染症を予防して、次回、元気な姿でお目にかかりましょう。       　　         ( 川堀昌樹 )

●団体戦だから！貴方の協力は仲間に。仲間の団結は貴方へ。　　　　　　　　　 （と）

●帰省は自粛なるも、心は親密。　　　　　　　　　　　　　　　　　    　  ( 小坂庸雄 )

●思いはふるさと上越。コロナと自分に打ち勝ち、笑顔で再会！　　　　　　　　 （ふ）

●コロナを退治し、来年は高田の桜を見に行きます！　　　　　　　　　　　　 （溝口）

●米の上越、育つ稲は太陽の恵み、恵みを獲よう、みんなで　　　　　　　  　     （M.T）

●信頼と応援しあうは、ふるさとを共通する心の絆のある仲間達    　　　( 藤沢勝一郎 )

●毎年楽しみにしていた高田城址公園の  

お花見が中止になり、残念でした。

来年は美しい桜にお目にかかれますように。　　　　
　　　　　　　                                    （野田ヒロ子）

１．新型コロナウイルスの影響
緊急事態宣言も出され、未曽有の事態です。会員はじめ皆さまには十分ご注意いただき、お体ご自愛く
ださい。なお、当会活動予定に変更がありますので、当会ＨＰもご覧ください。また、事務局宮里も時差
出勤となりました。不在の場合は、折返しお電話いたします。ＦＡＸ、メールもご利用ください。

 ＴＥＬ　03-(5244)-5138　ＦＡＸ　03-(3294)-6106　メール　k.miyazato@araipt.co.jp

2．記事、寄稿、投稿をお願いします。　
「たより」は会員皆さまで作りあげていくものです。ご自身のこと、上越のこと、なんでも結構ですから、
原稿をお寄せください。とくに区部の情報・記事は大歓迎です。
　皆さまの貴重なお話は、読み手を元気にします。原稿の体裁などは編集段階でご相談いたしますので、
形式にこだわらず、どしどしお寄せください。

◎次号「たより」は 6月 10 日の発行ですが、Ｊネット年次総会資料お届けのため、
　5月 25 日の発送を予定しています。

Ｊネット会員からのメッセージ　Jネット会員からのメッセージ　


