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コシヒカリとレンコン ふれあい中之島2006

産業まつり開催

１０月、１１月は 【高齢者交通事故防止運動月間】
◆道路横断時における左右の安全確認の徹底・ライトの早めの点灯を心がけましょう◆

3 年ぶりに完成したジャンボおにぎり おいしいね！

3000 食用のジャンボ大鍋

ちびっ子の人気№1カブトショー しいたけが当りました！

10月15日（日）秋晴れの中、産業まつりを開催しました。
一昨年は災害、昨年は雨天のために作製中止となったジャンボおにぎりも、３年ぶり
に見事に完成。普通の大きさの約8000個のおにぎりに作り替えられ、配布されまし
た。今年は市制100 周年を記念してジャンボづくしで開催。ジャンボ大凧やジャン
ボ丸太切りなどが披露されました。長蛇の列ができた「特産品プレゼント」や「おに
ぎり配布」、キャラクターショー、模擬店、特産品販売、新潟総おどりなど盛りだく
さんにおこなわれ、会場は約45,000人の来場者で賑わいました。

おにぎり貰ったよ 会場は大盛況

三島名物ジャンボ丸太切り和紙 200 枚張りジャンボ大凧

特産品販売も好調でした

皆さん待っててね
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ふるさとを味わう会

今回は、コンニャク作りに挑戦します。
難しそうに思えるかもしれませんがそんなことは
ありません。是非、皆さんも作ってみませんか？

日 時 １１月１８日（土）午前 9 時から
場 所 中之島農村環境改善センター 調理実習室
参 加 費 ５００円
定 員 ２０名程度（定員になり次第締め切らせていただきます）
募集締切 １１月 1５日（水）
申 込 先 産業課（０２５８－６１－２０１１）

※ コンニャクはお持ち帰りいただきます。

事
利子補給(地震
利子補給(水害
住宅制度融資
住宅制度融資
県産瓦屋根復
雪国住まいづ

公営住宅入居
民間賃貸住宅

※印の制度は
財団法人

http://ww

◇ 猫の飼い主のみなさんへ ◇

最近、捨て猫やのら猫の庭への侵入やフン害が苦情として寄せられています。屋外で飼われて
いる猫は、毎年多くが道路上で車両事故に遭っています。また、他人の庭にフンをしたり、鳴き
声で迷惑をかけることもあります。猫を飼う場合は出来るだけ屋内での飼育をお願いします。
事情により屋外飼育の猫には、

◎ 首輪と飼い主の明示
◎ 不妊・去勢手術の実施(不幸なのら猫を作らないために)
◎ 決まった場所での排泄のしつけ
をしましょう。また、のら猫にエサだけを与えている方々もおられますが、ますますのら猫が

増え、色々な迷惑が広がります。飼うなら責任をもって飼いましょう。皆様のご理解ご協力をお
願いします。

問合せ先 市民生活課 電話 0258-61-2014

問

住宅復興に関する支援のお知らせ
業 対象者 概略（詳細はお問い合わせ下さい）
)※ (地震)一部損壊以上 住宅ローンの利子補給(5 年間)
) (水害)り災証明添付 住宅ローンの利子補給(5 年間)

(地震) (地震)一部損壊以上 新築 1,000 万、ﾘﾌｫｰﾑ 700 万等(市の融資制度)
(一般) 市内に居住する方 市の融資制度（詳細はお問い合わせ下さい）
旧支援※ (地震)一部損壊以上 県産瓦での屋根復旧の補助
くり支援※ (地震)一部損壊以上

(*改正前:半壊以上)
克雪住宅建設の補助
(平成 18 年 8 月 1 日改正：対象者の拡充)

者の家賃補助※
家賃補助※

市政だより(11 月号)に掲
載予定です。

家賃の一部を補助(5 年間)

中越大震災復興基金の制度です。
中越大震災復興基金のホームページでも支援制度の紹介がございます
w.chuetsu-fukkoukikin.jp/index.html をご覧下さい。

合せ先 建設課 管理係 電話０２５８－６１－２０１２
（窓口に各種制度のパンフレットもあります）
。

http://www.chuetsu-fukkoukikin.jp/index.html
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「こころの健康」講演会
うつ病は「こころの風邪」といわれるほど誰でもかかる可能性がある病気です。また早めに治療することで、
治る病気ともいわれています。うつ病について専門医がわかりやすくお話しします。

日 時 １１月２１日（火） 午後２時～４時
会 場 中之島農村環境改善センター
演 題 「それってうつ？正しい知識と対処法」

講師 三島病院 野村美好先生

糖尿病予防教室（３回コース） 健診やドックで糖尿病の疑いがあるといわれた方 （参加費 無料）

日時 内容 会場

第１回
１１月１６日(木)

午後１時３０分～３時

・ 医師の講話
(糖尿病についての正しい知識)

第２回
１１月３０日(木)

午前９時～午後３時

・ 食生活を見直そう
・ バランス食の試食
・ 運動を生活に取り入れよう

第３回
１２月１４日(木)

午前９時～午後１時３０分

・ 自分の生活を振り返ろう
・ 調理実習
・ まとめ

農村環境改善
センター

 申込み １０月３１日(火)までに保健福祉課へ電話でお申込みください。

高脂血症予防教室（３回コース） 高脂血症の方 （参加費 無料）

日時 内容 会場

第１回
１２月 ７日(木)

午後１時３０分～３時
・ 医師の講話

(高脂血症についての正しい知識)

第２回
１２月２１日(木)
午前９時～午後３時

・ 食生活を見直そう
・ バランス食の試食
・ 運動を生活に取り入れよう

第３回
１月１８日(木)

午前９時～午後１時３０
分

・ 自分の生活を振り返ろう
・ 調理実習
・ まとめ

農村環境改善
センター

 申込み １１月１７日(金)までに保健福祉課へ電話でお申込みください。

パパママサークル 妊娠・出産について一緒に学びましょう

日時 内容

第１回
１０月２６日

(木)
午後７時～９時

・夫婦で生活チェック
・食事の大切さについて
・リラックス体操

第２回
１１月 ２日

(木)
午後７時～９時

・ 沐浴の実習
・ 妊婦疑似体験
・ 育児について話し合

い

対象 妊婦とその配偶者
会場 農村環境改善センター
持ち物 母子健康手帳・筆記用具

タオルとバスタオル(２回目のみ)

申込み 保健福祉課に電話でお申込
みください

参加費 無料
どなたでもどうぞ！

問合せ先 保健福祉課
電話 0258（61）2015

保健福祉課からのお知らせ



第 ７ 号 平成１８年１０月 1９日発行

税務課で発行している税関係証明書の発行については、長岡市役所本庁のほか各支所でも発行しています。お
勤めの方の場合は、勤務先に一番近いところで発行してもらうこともできます。また平日、都合が悪い方は、大
手通りにある市民センターで土曜日、日曜日、祝日でも発行しておりますのでお気軽にご利用ください。ただし、
市民センターでは一部取り扱っていない証明書もありますので、詳細についてはホームページまたは税務課まで
お問い合わせください。

長岡市では、個人情報の保護と証明書の不正取得を防止するために、税関係証明書の交付申請時に本人確認を
行っています。

税関係証明書の交付申請においでの際は、身分証明書（運転免許証など）の提示をお願いします。
なお、身分証明書等を持参されなかった場合は、押印による従来の方法でも申請できますが、平成１９年４月

からは、身分確認による方法のみとなります。
代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書のほかに請求者ご本人の記名・押印のある委任状が必要になり

ますのでご理解とご協力をお願いします。

下記の日程により『農業所得の収支計算説明会』を開催しますので、はじめて収支計算をされる方や収支計算
に自信のない方は、ぜひご参加ください。
●日 時 １１月２８日（火） 午前の部 午前９時３０分～午前１１時３０分

午後の部 午後１時３０分～午後３時３０分
※午前か午後の都合の良いほうにお越しください。

●会 場 中之島文化センター ２階視聴覚室
●携行品 筆記用具、計算器具
※お申し込みは不要ですので、直接会場にお越しください。 問合せ先 税務課 電話 0258-61-2013

税務課からのお知らせ

税関係証明書の発行について

税関係証明書を申請の際には身分証明書
をお持ちください

農業所得に係る収支計算説明会のご案内

長岡市公共下水道（中之島処理区）の事業計画（案）縦覧のお知らせ

中之島地域下水道の事業認可区域の拡大、主要な管きょの変更を内容とする事業計画の変更案を縦覧します。

縦覧期間 １０月３０日（月）から１１月１３日（月）まで
縦覧場所 中之島支所２階建設課

問合せ先 建設課工務係 電話 0258-61-2012
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第３４回中之島総合体育祭結果（９月２３日～１０月１１日・中之島北体育館他） 敬称略

◇ゴルフ 優勝酒井 正春 準優勝 佐藤 トシ子 第三位 中川 政孝
◇ゲ－トボール 優勝中野西部 準優勝 真桜会 A(真野代新田) 第三位 三沼、真桜会 B（真野代新田）
◇バレーボール

男女混合の部 優勝 あぶらげ 準優勝 サスカッチ 第三位 クィーンズⅡ、信条 VBC
婦人の部 優勝 西所 MSC 準優勝 Y’s ナカノシマ 第三位 中之島 YMC 敢闘賞 信条 VBC

◇バドミントン
成人の部 優勝 土田義一・志田恵子 準優勝 駒沢正元・佐野智子 第三位 大竹正栄・土田由佳
小学生ダブルスの部 優勝 上野沙耶・星野圭 準優勝 桜井麻衣・佐野瑞穂 第三位 駒沢克洋・今井美穂

がんばったで賞 土田莉瑚・佐野恵里奈
小学生シングルスの部 優勝 星野圭 準優勝 上野沙耶 第三位 佐野恵里奈

◇卓球
団体戦 優勝 卓球クラブ A 準優勝 卓球クラブ B 第三位 中之島中学校B、中之島中学校C
一般男子個人戦 優勝 国島正輝 準優勝 大竹孝司 第三位 両田知章、西沢繁
一般女子個人戦 優勝 星野裕子 準優勝 酒井優子 第三位 池田直子、関根幸子
中学生男子個人戦 優勝 細金崇英 準優勝 松浦翔哉 第三位 両田 和城、江口 聖
中学生女子個人戦 優勝 鈴木夏実 準優勝 林恵理子 第三位 高橋絵理香、入沢静香

◇剣道 総合優勝 上通剣士会
団体戦
小学生１･２年生の部 優勝 上通剣士会 準優勝 中条剣友会
小学生３･４年生の部 優勝 信条剣士会 A 準優勝 中条剣友会 第三位 剣友会中之島、信条剣士会B
小学生５･６年生の部 優勝 上通剣士会 準優勝 信条剣士会 A 第三位 信条剣士会B、中条剣友会B
個人戦
小学生１･２年生の部 優勝小林咲紀(信条) 準優勝野田生純(上通) 第三位瀧沢拓実(中之島)、若月和(上通)
小学生３･４年生の部 優勝栗林康太郎(信条) 準優勝野本龍汰(中条) 第三位栗林はずき(信条)、安達尊人(信条)
小学生５･６年生の部 優勝山北美樹(上通) 準優勝外川愛佳(上通) 第三位真島久美子(中条)、吉田千尋(信条)

※ 野球大会とテニス大会は
天候不良のため中止となりました。

“タスキでつなごう中之島！力を合せてふるさと一周”

第５４回 中之島一周駅伝競走大会

日時 １１月３日（文化の日）
午前９時 中之島支所前スタート

当日は、下記時間帯に選手が各中継所を通過し
ます。沿道から皆様の温かいご声援をお願いいた
します。また、コース周辺にお住まいの皆様には
交通等でご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願
い申し上げます。
＊各中継所通過予定時刻（昨年の記録から）
①曽我亀前９:１２～ ②中通交差点９:２６～
③末宝神社前９:３９～ ④北体育館前９:５５～
⑤信条小学校前１０:１０～ ⑥三沼分館前１０:２１～
⑦西 所 ｽｸｰ ﾙ ﾊ ﾞ ｽ乗 場１０:３５～
⑧改善ｾﾝﾀｰ前 (ｺﾞｰﾙ) １０:４７～

ふるさと歴史講座受講生大募集！
～ 歴史ロマンに思いを馳せて ～

11月15日 『吉原義雄氏の功績とその一族』
講師：中之島公民館長 高森 精二さん

11月22日 『良寛と寺泊』
講師：郷土史家 小越 忠教さん

11月29日 『大河津分水の変遷と役割』
講師: 大河津資料館長 碓井 陽一さん

12月 7日 『維新の長岡復興の指導者達』
講師:戦災資料館長 古田島 吉輝さん

会場･時間 中之島文化センター 午前10時～11時30分
申 込 締 切 １１月 １０日（金）まで

芸 術 の 秋 ！中之島生涯学習フェスティバル開催！

作 品 展
日時 １１月３日（祝･金）～５日（日）

午前９時～午後５時
会場 中之島文化センター ２階
作品 絵画、書道、写真、工芸など

菊 花 展
日時 １１月３日（祝･金）～５日（日）

午前９時～午後５時
会場 中之島文化センター 正面玄関・北側駐車場

生 花 展
日時 １１月４日（土）～５日（日）

午前９時～午後５時
会場 中之島文化センター １階 図書館前ロビー

お茶会（石州流）
日 時 １１月５日（日）

午前１０時３０分～午後２時
会 場 中之島文化センター ２階 和室
茶 席 券 １人４００円
販売開始日 １０月２０日（金）
販 売 場 所 中之島文化センター窓口

第２８回 芸能まつり
日時 １１月５日（日）

午前１１時～ （開場：１０時３０分）
会場 中之島文化センター 文化ホール 入場無料

みなさまのご来場を心よりお待ちしています！

おはなし と き 10月29日(日)午前10時～11時３０分
ひろば ところ 中之島文化センター

絵本の読み聞かせ・工作をします。おいでください。

問合せ･申込み
中之島文化センター内 TEL0258-66-1310 FAX0258-66-1003
教育委員会中之島分室 E－mail：nknsm-kyoiku@city.nagaoka.lg.jp

教育委員会中之島分室からのお知らせ
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秋空の下・大収穫
9 月 30日 大口れんこん収穫体験ツアー開催

〈ふるさと創生基金事業>

美しい歌声で魅了
10月８日 サーカスコンサート｢HEART of CLASSICS｣

地域を火災から守るため
10月 1日 中之島消防団消防演習開催

グーテンターク!!（こんにちは）
10月 10 日 みずほ保育園にドイツからの訪問団

10月７日 市制100周年に
100人で地域のスローフードを食べよう！

初代チャンピオンは ⋄パワフルキッズ☆ に決定！
10月14日 なかのしま“こども”料理グランプリ開催
ちびっ子料理人が創作どんぶりに挑戦〈ふるさと創生基金事業>

れ
ん
こ
ん
大
好
き
！

大口れんこんの収穫体
験などを通して中之島
の魅力を発見してもら
おうと行ったツアーに
は、新潟市などから41
人が参加。泥だらけに
なりながら、れんこん
生産組合の皆さんと一
緒にれんこんの収穫を
楽しみました。取れた
てのれんこん料理を味
わった昼食後はきの
こ・小松菜農家を見学。
中之島の秋を堪能して
もらいました。

支所前道路での分列行進には
保育園児も参加。放水訓練やポ
ンプ操法訓練が行われました。
また、地域住民による消火器訓
練も行われ、防火への意識を高
めました。

“フレンドフード大沼”の皆さんが
「市制100周年記念事業・地域のス
ローフードを 100 人で楽しく食べ
よう」を企画。栃尾地域などから集
まった 100 人の参加者は自然の恵
みに感謝し、おもち、レンコン料理、
さといもの煮物などの中之島地域
の食材をおいしく頂きました。

お
い
し
い
お
も
ち
に
に
っこ
り
☆

長岡市歌“笑顔いきいき”を歌う サーカス＆越のコーラス

澄んだ歌声が心に沁みました

中之島文化センターで『サーカ
ス』のコンサートが行われ、秋
の夜、透きとおった歌声に観客
は酔いしれました。また、コー
ラスグループ「越のコーラス」
の皆さんとのミニジョイント
コンサートも行われ、楽しいひ
とときを過ごしました。

踊りや玉入れを楽しみました

ドイツのトリアー市から市民訪
問団が来園。園児と交流しまし
た。昨年の８月から交流がはじ
まり、今回で3回目になります。
みずほ保育園では友好大使のア
ウバート氏を介して、トリアー
市内の保育園と絵画などを通じ
た交流を行っています。

コンテストの様子

子供の持っている自由な発
想を地域の活性化に活かそ
うと、地元の食材を使った、
小学生による料理コンテス
トを開催、産業まつりで表
彰されました。
結果：グランプリ（優勝）
三本茜、島田智帆、湯川萌
生（中之島中央小）準優勝
鈴木沙英、鈴木育実、野尻
七虹（上通小）深谷知史、
高森陽希、中村拓也（信条小）

優勝した⋄パワフルキッズ☆
表彰式で

四
名
の
方
が
訪
問
さ
れ
ま
し
た


