
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/27～8/28 の両日、新潟市産業振 

興センターにて開催された「日報住 

まいのリフォームフェア」に出展し 

ました。恒例となった「新津工業高 

校」の生徒さんとのコラボによる木 

工教室は今回も大人気で、ブース内 

は子供たちで賑わっていました。 また、「住まいの相談コーナー」 

には、リフォームに適用となる 

補助金や減税などについての相

談に来られた方が多く見られま

した。 

ご   

ご来場の皆さま、 

ありがとうございました！ 

    

次回は次回は次回は次回は    平成平成平成平成 29292929 年年年年 3333 月月月月 4444 日～日～日～日～3333 月月月月 5555 日日日日    

同じく新潟市産業振興センターで開催されます同じく新潟市産業振興センターで開催されます同じく新潟市産業振興センターで開催されます同じく新潟市産業振興センターで開催されます    

ご来場をお待ちしておりますご来場をお待ちしておりますご来場をお待ちしておりますご来場をお待ちしております    

早いもので今年もあと僅かとなりました。平成 28 年度のセンターを振り返り、「にすぱくん通信 第 11 号」をお送りします。  

にいがた住まいづくりのパートナー「にすぱ」「にすぱ」「にすぱ」「にすぱ」はもっと！もっと！新潟のみなさまの住まいづくりをサポートしてまいります。 

TEL.025-283-0851 FAX.025-283-1148  
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〒950-0965新潟市中央区新光町15番地2  
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平成 28 年 12 月発行 

  

 

今年度は「万が一に備える住まい方を考える」を

テーマとし、９月１７日 ＮＳＴ本社にて開催いた

しました。講師に長岡造形大学建築・環境デザイ

ン学科准教授の澤田雅浩先生をお迎えし、およそ

１００名の方に参加していただきました。生活に

身近なテーマであり、澤田先生のお話は分かり易

く、大変役に立ったとの感想を多くいただきまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、併せてイベントホールでは、県内で建築科

を設置する学校の活動内容や、住まいの地震対策

などについてのＰＲコーナーを設け、ここにも多

くの人にお越しいただきました。 次回は補助金や  

耐震補強に関するセ

ミナーを聴いてみた

いとのご意見もいた

だきました。         

ありがとう 

  ございました  

                

 

    
「にいがた意欲ある住まいづくりの会」では、今年度も様々な 
テーマで定期講座（勉強会）を開催しました。 

 

 第 1 回 5/12・5/13 「長期優良住宅リフォーム推進事業」 

 第 2 回 6/23・6/24 「住宅関連の税金」「省エネ関連の新制度への対応」 

 第 3 回 7/21・7/22 「省エネルギー法の制度整理」 

第 4回 9/17「万が一に備える住まい方を考える」（第 6回定期セミナー） 

第 5回 10/6・10/7「平野部造成地と軟弱地盤・地盤、基礎による液状化対策」 

第 6回 11/17 「エコリフォーム補助金活用術」（BLR 協会主催） 

延べ、２９０名の方々にご参加いただきました！ 

 

「新潟県木造住宅生産体制強化推進協議会」の事務局として 

住宅省エネルギー講習会を開催しました。 
 

【 施工技術講習会 】  8/23～8/26（長岡） 8/30～9/1（新潟） 

10/19～10/21（上越）11/9～11/10（新潟） 

【 設 計術講 習会 】 10/28（佐渡）   11/17～11/18（上越） 

           11/29～12/1（新潟） 

12/6(火)9：30～17：00（長岡）（予定） 

12/7(水)13：00～17：25（長岡）（予定） 

                                        

にいがた意欲ある住まいづくりの会 定期講座 

住宅省エネルギー講習会 

 

第６回 定期セミナー 

住まいのリフォームフェア 

 
全国昇降機等検査協議会連絡会議 

昇降機の定期検査報告業務に関わる「全国昇降

機等検査協議会連絡会議」が 10/13～10/14 に新

潟で行われ、弊センターが議長団を務めました。

北は北海道から西は広島に至る 10 団体 27 名の

方が来県され情報、意見交換を行い、また晴天

のもと、新潟 

の秋を満喫して 

いただきまし 

た。 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず立ち寄ったのは、福島県南会津郡の「大内宿」会津城下と下

野の国（現在の日光市）を結ぶ下野街道の会津城下から三番目の

       宿場町で、昭和 56 年に重要伝統

的建造物群保存地区の指定を受

けました。古い萱葺きの屋根が立

ち並び、情緒たっぷり。 

 
 

 

お昼は名物「高遠そば」まるまる 

一本のネギを箸替わりに食べるこ 

とで有名です。これは、昔は祝い 

の席や徳川将軍への献上品だった 

ため、「切る」というのは縁起が 

悪いとされ、そのまま使ったのが始まりだとか……。ちょっと 

食べづらかったけど、新蕎麦は美味しかった！  

「塔のへつり」では美しい紅葉を

満喫。 “へつり”ってな～に？ 

会津の方言で、“険しい断崖”の

事だそう…なるほど！ 
 
               翌日は「日光東照宮」へ。さすが 

               は日本を代表するパワースポット    

外国人観光客と修学旅行の学生の 

多さにびっくり！残念ながら、ただ今「平成の大修理」の真っ最

中。国宝「眠り猫」も「陽明門」 

も修復中でしたが、工事の囲み 

の隙間から少しだけ美しい姿を 

見ることが出来ました。 

この「平成の大修理」は平成 36 

年まで続くそうですが、完成し 

た頃にまた訪れてみたいもので 

すね。      -おしまい- 

 
 

東北の地産品を購入し、窓口などでお客様へ配布すること

により、微力ながら被災地の復興支援を続けております。

今年は、9 月 17 日に開催した「定期セミナー」にご参加

の皆さまへお土産としてお配りさせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We are Partnership of  homemaking in Niigata We are Partnership of  homemaking in Niigata 

 
先日東京都心では、54 年ぶりに 11 月の初雪が 
観測され話題になりましたね。今冬の新潟の雪は 
どうなのでしょう・・・今から冬の通勤を心配す 
る毎日です。           

総務課 嶺村   

 

 

 

 

建築用語クイズ ～上級編～ 

今回は 動物です。下の□に入る動物の漢字は？ 
 

１．□子………墨糸の先端についている木で、墨付け時に

固定のための刺針がつく（軽子ともいう） 

２．□目地……レンガ積・タイル貼で、縦に通さずに一段

毎に食い違っている目地 

３．□□棒……高さ等の測定時に物さし替わりに使う棒 

４．□建………防火を主目的とした屋根より一段高くした

妻壁       
 

出題協力：笹川文隆氏 

 

編集後記 

 

 

クイズの答え １．猿  ２．馬  ３．馬鹿  ４．卯 

 

 

平成 28 年度 復興支援グッズご紹介 

    

★★★★    12121212 月月月月 12121212 日日日日～～～～１２月２８１２月２８１２月２８１２月２８日日日日    ★★★★   

★★★★    新年新年新年新年 1111 月月月月４日～１月４日～１月４日～１月４日～１月１３１３１３１３日日日日    ★★★★    
 
窓口にご来店いただいたお客様に、日頃のご愛顧 

に感謝を込めて、東北の復興支援グッズをプレゼ 

ントさせていただきます。 

なお、商品がなくなり次第終了させていただきま 

すので、ご了承ください。 

 

 

その他にも・・・ 

藤原りんごジュース （岩手県） 

伊達の仙台飴 （宮城県）  糀みそ汁 （福島県） 

お知らせ 

 

手焼き南部手焼き南部手焼き南部手焼き南部    

せんべいせんべいせんべいせんべい

（岩手県）（岩手県）（岩手県）（岩手県） 

 

つながりのつながりのつながりのつながりの    

ボールペンボールペンボールペンボールペン    

（福島県）（福島県）（福島県）（福島県）    

ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘｯﾌﾟ

ｺｰﾋ「ー杜」ｺｰﾋ「ー杜」ｺｰﾋ「ー杜」ｺｰﾋ「ー杜」    

（宮城県）（宮城県）（宮城県）（宮城県） 

センター旅行記 in 奥会津＆日光 

 

11 月 3 日～11 月 4 日 職員旅行が行
われました。 今年は、深秋の奥会津～

御鎮座 400 年で賑わう日光へ 
行ってまいりました。 

 お後 がよろしいようでお後 がよろしいようでお後 がよろしいようでお後 がよろしいようで～～～～    


