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発行・編集：中之島支所地域振興課
ＴＥＬ：０２５８－６１－２０１０
ＦＡＸ：０２５８－６６－２２３８

７．１３水害記録集の原稿を募集
～全国からの応援に感謝の気持ちを込めて～

《災害を繰り返さないために、中之島地域から情報発信を！》
中之島支所は、水害を風化させず教訓を後世に伝えるため、「７．１３水害記録集」の原稿を募集しておりましたが、さらに地域の皆

様の声を数多く掲載したいため、引き続き原稿を募集することにしました。これは、中之島地域のさまざまな方々 による「現場の生の声」
を幅広く掲載したいというものです。
皆様にとって思い出したくない辛い経験ではありますが、全国からの励ましや応援に対してご恩返しのために、次の世代を担う子供た

ちが安心して暮らせる地域づくりのためにも、是非ともご協力をお願いいたします。
募集するもの：７．１３水害に関する体験・感想文や提言など 内容や文字数は全て自由です。
平成１９年３月末までに地域振興課（0258－61-2010）までお寄せ下さい。

第７回 地域委員会を開催します

日 時 平成18年11月21日（火）午前10時から
場 所 中之島支所 ３階 大会議室
議 題 平成19年度長岡市ふるさと創生基金事業に

ついて
※ 会議は公開されます。中之島地域のまちづくりを推進

するための議論が行われる重要な会議です。傍聴を希
望される方はお気軽にお出かけ下さい。

問合せ先 地域振興課 電話 0258-61-2010

刈谷田川ショートカット改修工事が始まりました

◎ 工事現場付近では、周辺にお住まいの皆さんにご不便やご迷
惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

◎ 工事現場付近を通行の際は、交通誘導員・看板・信号に従い

十分に注意をお願いします。

問合せ先

長岡地域振興局

災害復旧部河川改良第 1 課 電話 0258-38-2683

中之島支所

建設課 電話 0258-61-2012

刈谷田川改修事業移転対策室 電話 0258-61-2032

11月3日～5日、中之島文化センターで「生
涯学習フェスティバル」を開催しました。作品
展、菊花展、お茶会、芸能まつりなどで日頃の
練習や活動の成果が発表され、訪れた人々 は中
之島の芸術・文化の秋を楽しみました。
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税務職員を装った「振り込め詐欺」
が多発しています

税務職員を装い、電話や手紙により現金自動
預け払い機（ＡＴＭ）を操作させ、振込みを行
なわせる「振り込め詐欺」による被害が全国で
発生しています。

最近の手口は、「平成１６年度納税ご返金の
お知らせ」との表題で、封書には「納税過払い
金を返金するので連絡してほしい」と記載され
ていて、実際に連絡するとＡＴＭにより入金を
指示されるというものです。

あやしいと思った電話や手紙を受け取った場
合には、指示された電話番号ではなく、長岡税
務署（電話 0258-35-2070）または税務課まで
ご確認ください。ＡＴＭによる振込みの依頼は、
絶対にありません。落ち着いて行動するように
しましょう。

平成１９年度 花苗支給のお知らせ

緑化推進活動の一環として、花苗支給(無料)を希望する団体を募集します。
募集団体＝地域の緑化・美化に取り組んでいる町内会、子供会、老人会、その他地域
植栽場所＝街路花壇、公園、緑地などの公共の場所
支給時期＝平成 19 年 5 月頃
申し込み＝12 月 15 日（金）までに、建設課にある申請書に記入し提出してください

【県内初】田口 正一さん
全国優良畜産経営管理技術発表会

最優秀賞・農林水産大臣賞を受賞

このたび、田口正一さん
(中条第二)が「全国優良畜産
経営管理技術発表会」で最優
秀賞・農林水産大臣賞を受賞
されました。この賞は畜産経
営で優秀な実績を収めたり、
特色ある取り組みを行って
いる農家等に贈られるもの
です。田口さんは借入金に頼
らない肉用牛肥育経営を高
く評価され最優秀賞（4 農
家・組織が受賞）に選ばれました。

丸山 誠さん
３０年勤続体育指導委員表彰を受賞

このたび、丸山 誠
さん(大口)が全国体育
指導委員連合「３０年
勤続体育指導委員表
彰」を受賞されました。
これは、丸山さんが

３０年という多年に渡
り、体育指導委員として
地域のスポーツ振興に
貢献されたことによる
ものです。

＊＊＊ 高齢者交通安全講話 ＊＊＊

10 月 20 日、信条地区で高齢者を対象とした交
通安全講話が行われました。
見附警察署員による説明の後、この時期夕暮れが
早まり車から見えにくくなるので、その場で参加
者全員の持ち物に反射材が貼られると、｢よう光る
ねっかぁ｣などの声が多く寄せられました。

『農業所得の収支計算説明会』

● 日 時 １１月２８日（火）
午前の部 午前９時３０分～
午後の部 午後１時３０分～

● 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

※農家の方ならどなたでも参加できます。申し込みは
不要ですので直接会場にお越しください。受付は、午
前の部・午後の部とも３０分前から行なっています。

問合せ先 税務課 電話 0258-61-2013

問合せ先 建設課 電話 0258-6
の団体

1-2012
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基本健診の結果から～
中之島地域で総合健診･基本健診･シルバー健診受診者１８６８人のうち、血糖値

や尿糖で異常があると判定された人は９２１人、なんと２人に１人が糖尿病もしくは
糖尿病予備軍という結果が出ました。（１０月２５日現在）
糖尿病はからだ中の血管を傷める病気で、脳血管疾患や腎臓疾患など合併症が起

こりやすい病気です。医療機関への受診をまだされていない方は早めに受診し、医師の指導を受けましょう。
11・12月は糖尿病予防教室を開催しています。詳しくは保健福祉課へご照会ください。
また、高脂血症と判定された方は教室を開催しますのでご参加ください。

◎高脂血症予防教室（３回コース） コレステロールの値が気になる方（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

中之島農村環境
改善センター

 申込み １１月２９日(水)までに保健福祉課へ電話でお申込みください。

◎「こころの健康」講演会および相談会
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する講演会と心理カウンセラーによる個別相
談会を行いますのでご参加ください。

◎精神障害者のつどい「ガッツの会」
精神障害者の方が集まって悩みを話し合ったり、身体を動かしてリフレッシュする会です。
こころの病気を持つ方の気軽な参加をお待ちしています。精神保健福祉相談員の個別相談もあります。
開催日 １２月 ２日（土） 午前 9 時 30 分～午後 1 時
会 場 中之島農村環境改善センター
相談希望の方は事前申込みが必要です。保健福祉課にお申し込みください。
参加費は２００円です。

糖尿病に注意！

講演会（参加費無料）

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

相談会（相談無料 要予約）

日 時 １２月 ４日（月）
午後１時３０分～３時３０分

会 場 中之島農村環境改善センター
希望される方は保健福祉課までご連絡ください。

保健福祉課からのお知らせ

問合せ先 保健福祉課
電話 0258-61-2015

◇要援護世帯に除雪費を助成します◇

高齢者、母子、障害者世帯等で、除雪をする労力がなく、市民税が非課税の世帯
に対し、除雪費を助成します。
ただし、同居・別居にかかわらず、親族の援助が得られる世帯は除きます。
助成を受けるには、事前に登録が必要です。地区の民生委員・児童委員を通じて

12月25日（月）までに保健福祉課に登録の申請をしてください。
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第５４回中之島一周駅伝競走大会結果 ～沿道からの暖かいご声援 ありがとうございました～

団体 総合の部 区間賞（敬称略）
１位 森山亮とゆかいな仲間たち（中学生）（ 1：46：47） 第１区 中川大樹
２位 公民館中条分館 （一般） （ 1：49：44） 第２区 児玉富栄
３位 公民館中之島分館 （一般） （ 1：50：44） 第３区 根立友樹
４位 長岡市中之島支所 （一般） （ 1：56：48） 第４区 西沢宇宙
５位 公民館中野分館 （一般） （ 1：56：52） 第５区 今井啓介
６位 上通Ｂ （一般） （ 1：58：40） 第６区 野口千尋
７位 公民館信条分館 （一般） （ 2：04：22） 第７区 富井健太郎
８位 三沼走友会 （一般） （ 2：05：41） 第８区 佐々木勝則
９位 上通Ａ （一般） （ 2：06：27） 区間賞女子の部（敬称略）

１０位 高齢者総合施設中之島 （一般） （ 2：11：32） 第１区 久保倉瑞妃
１１位 Ｍ４ＮＲＹ２ （女子） （ 2：22：11） 第２区 大竹美加

航空自衛隊新潟救難隊（オープン参加）（ 1：41：01） 第３区 丸山瑞希
第４区 成沢美津子
第５区 片沼菜摘
第６区 柿本美恵子
第７区 韮沢満喜子
第8区 本間美帆

区間新記録賞 （敬称略）
第３区 根立友樹（長岡市中之島支所）
記録 １１分０３秒

ブラスアンサンブルコンサート開催

音楽を一層身近で感じていただけるよう、ロビーを会場にしました。皆様お誘い合せのうえ、ぜひご来場ください。

１ 日 時 １１月２６日（日）１４時開演（１３：３０開場）
２ 会 場 中之島文化センター ホール前ロビー
３ 入場料 全席自由 １，０００円 (中之島文化センターで発売中)

※未就学児の入場はご遠慮ください。

[予定曲目] マンシーニ／ピンクパンサー
ホルスト(原作)／ 第２組曲のつまみ食い
わらべ唄／ずいずいずっころばし ほか

問合せ･申込み
教育委員会 TEL0258-66-1310 FAX0258-66-1003
中之島分室 E－mail：nknsm-kyoiku@city.nagaoka.lg.jp

市政だより 11 月号掲載「楽劇 長岡大田楽」の記事訂正について
市政だより11 月号17 ページの市制100 周年・合併記念協賛事業「楽劇 長岡大田楽」の記事で、料金と開催時間に誤

りがありました。お詫びして下記のとおり訂正いたします。

「楽劇 長岡大田楽」は各地の伝統芸能等を盛り込んだ創作演劇です。みなさん、この機会にぜひご覧ください。
正 誤

料金
前売り一般 2,000 円、高校生以下 800 円

（当日は 500 円増し） 無料

開催時間 11月26日(日) 午後３時～ 11月26日(日) 午後２時～

問合せ先 ＮＰＯ法人ACT．JT事務局 電話：０３－５３６３－１３０６

優勝した「森山亮とゆかいな仲間たち」のみなさん

お知らせ10月号の総合体育祭結果記事中、誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
バトミントン小学生ダブルスの部 （正）準 優 勝 桜井麻衣・佐野恵里奈

がんばったで賞 土田莉瑚・佐野瑞穂

秋晴れの下、スタート!!

勝利をめざしタスキを繋ぐ


