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第第第第８８８８回地域委員会開催回地域委員会開催回地域委員会開催回地域委員会開催    
 と き ３月２８日 午後４時より ところ 中之島支所 ３階 大会議室 議 題 中之島地域のまちづくりについて 
 ※ 地域委員会地域委員会地域委員会地域委員会はどなたでもはどなたでもはどなたでもはどなたでも傍聴傍聴傍聴傍聴できますできますできますできます。。。。    おおおお気軽気軽気軽気軽においでくださいにおいでくださいにおいでくださいにおいでください。。。。 

 問合せ先 地域振興課 電話 0258-61-2010 

  

JR押切駅からのお知らせ 

 ＪＲ押切駅の窓口での切符の発売は、3月 31日で終了します。4月 1日からは自動券売機をご利用ください。 なお、定期券・指定席券などはお近くのＪＲみどりの窓口でお買い求めください。 
 問合せ先 建設課  電話 0258-61-2012 

 

 

  

         
 

 

 春を呼ぶまつり『ウインターふれあいハートフェステバル』が、2月 25日に中之島農村環境改善センターで開催されました。ステージでは小・中学生の演奏や創作劇、総踊り、和太鼓演奏などが繰り広げられました。もちつき大会やお汁粉・こんにゃくおでんのサービスなど内容盛りだくさん。体も心もあたたまる一日でした。 若さはじける総踊り 老人介護を描いた創作劇 

～～～～～～～～ 思思思思思思思思 いいいいいいいい やややややややや るるるるるるるる   心心心心心心心心 でででででででで 運運運運運運運運 転転転転転転転転   春春春春春春春春 のののののののの 道道道道道道道道 ～～～～～～～～  
実施期間実施期間実施期間実施期間        ４４４４月月月月４４４４日日日日（（（（水水水水））））からからからから４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（火火火火））））までのまでのまでのまでの７７７７日間日間日間日間 

新入学新入学新入学新入学（（（（園園園園））））シーズンシーズンシーズンシーズンをををを迎迎迎迎ええええ、、、、新新新新たにたにたにたに通学通学通学通学・・・・通園通園通園通園するするするする子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの姿姿姿姿がががが見見見見かけられるようになりますかけられるようになりますかけられるようになりますかけられるようになります。。。。      
子子子子どものどものどものどもの手本手本手本手本となるとなるとなるとなる交通交通交通交通ママママナーナーナーナーとととと安全運転安全運転安全運転安全運転でででで、、、、子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを交通事故交通事故交通事故交通事故からからからから守守守守りましょうりましょうりましょうりましょう!! 

【【ドドラライイババーーのの皆皆ささんんへへ】】  
        ・・・・学校学校学校学校やややや幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・保育園保育園保育園保育園、、、、公園公園公園公園のののの近近近近くをくをくをくを通行通行通行通行するときはするときはするときはするときは、、、、スピードスピードスピードスピードをををを控控控控ええええ、、、、 
    子子子子どもにどもにどもにどもに注意注意注意注意してしてしてして運転運転運転運転しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。 
     
【【保保護護者者のの皆皆ささんんへへ】】  
        ・・・・子子子子どものおどものおどものおどものお手本手本手本手本となってとなってとなってとなって、、、、正正正正しいしいしいしい道路道路道路道路のののの歩歩歩歩きききき方方方方・・・・渡渡渡渡りりりり方方方方をををを指導指導指導指導しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。 
    ・・・・シートベルトシートベルトシートベルトシートベルト・・・・チャイルドシートチャイルドシートチャイルドシートチャイルドシートをををを正正正正しくしくしくしく着用着用着用着用しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。 
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年 1 回は健康チェック！ ☆「平成１９年度 中之島地域健康カレンダー」を配布します。ご活用ください。 ☆検診の内容や、長岡市全体の日程は４月に配布予定の「長岡市 健康カレンダー」をご覧ください。 
 ◎ がん検診の受診申込みが始まります（胃がん・大腸がん・子宮がん・乳がん） ☆申込みは電話で保健福祉課まで。（申込み時間 午前８時３０分～午後５時３０分） ☆子宮・乳がん検診は原則２年に１回の受診です。昨年受診された方は受けられません。 ☆申込み受付後、案内通知と個人記録票を送付します。（受診時間は後日通知します） 
 
胃がん・大腸がん検診  ＜対象 40 歳以上＞ 実施日程 会場 申込み受付開始 ５月 ８日（火） 中条公民分館 ５月 ９日(水)、10 日(木) 11 日(金)、12 日(土)  午 前 中之島公民館 （旧農村環境改善センター） 4 月 2 日(月) ～ 
子宮がん・乳がん検診 対象 実施日程 会場 申込み受付開始 子宮がん 20歳以上 乳がん 40歳以上 5月 22日(火) 午前・午後 中之島公民館 （旧農村環境改善センター） 4 月 2 日(月) ～ 

 問合せ・申込み先 保健福祉課 電話 0258-61-2015 

保健福祉課からのお知らせ 

 

問合問合問合問合せせせせ････申込申込申込申込みみみみ    中之島文化中之島文化中之島文化中之島文化センターセンターセンターセンター内内内内            電話電話電話電話 0258025802580258----66666666----1310131013101310    FAX0258FAX0258FAX0258FAX0258----66666666----1003100310031003    教育委員会中之島分室教育委員会中之島分室教育委員会中之島分室教育委員会中之島分室        EEEE－－－－mailmailmailmail：：：：nknsmnknsmnknsmnknsm----kyoiku@city.nagaoka.lg.jpkyoiku@city.nagaoka.lg.jpkyoiku@city.nagaoka.lg.jpkyoiku@city.nagaoka.lg.jp 

中之島野球連盟加盟中之島野球連盟加盟中之島野球連盟加盟中之島野球連盟加盟チームチームチームチーム募集募集募集募集     加盟条件  中之島地域に在住､在勤者による社会人チームであること。 事業内容  加盟チームによる野球大会の開催 登 録 料 新規 10,000 円 更新 9,000 円 (総会費 4,000 円含。大会参加費別) スポーツスポーツスポーツスポーツ少年団少年団少年団少年団・・・・ジュニアスポーツクラブジュニアスポーツクラブジュニアスポーツクラブジュニアスポーツクラブのごのごのごのご案内案内案内案内    中之島地域では次のスポーツ少年団・クラブが活動しています。 入会や詳細については、教育委員会中之島分室までお気軽にお問い合わせください。 種目 団  体  名 活動場所 主な活動日・時間帯 対象 上通剣士会 上通小 (月･水･木)の夜間 主に小中学生 剣友会中之島 中之島中 (火･土)の夜間 主に小中学生 中条剣友会 北体育館 (水･金)の夜間 主に小中学生 
剣道 信条剣士会 信条小 (月･木･第 1､3土)の夜間 主に小中学生 上通サンダーズ 上通小 (金)の夜間、（土・日）の午前 小学 2～6年 中之島イーグルス 中央小 (土･日)の午前又は午後 小学 3～6年 
軟式 野球 信条フェニックス 信条小 (土･日)の午前 小学 3～6年 中之島中央 MBC 北体育館 (火･木)の夜間､(土)の午前 小学 3～6年(女子) ﾐﾆﾊﾞｽ 信条 J スカイ 信条小 (水･金)の夜間、(土･日)の午前 小学 2～6年(女子) 中之島ジュニアフットボールクラブ 中央小 (土)の午前 小学 3～6年 ｻｯｶｰ エスプリ長岡ＦＣ 上通小 (火)の夜間、(水)の夕方 未就学児～小学 6年 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 中之島ジュニア 北体育館 (土)の夜間 小学 4～6年(女子) 

 

 

 

 

教育委員会中之島分室からのお知らせ 

「「「「中之島農村環境改善中之島農村環境改善中之島農村環境改善中之島農村環境改善センターセンターセンターセンター」」」」はははは 4444月月月月 1111日日日日からからからから「「「「中之島公民館中之島公民館中之島公民館中之島公民館」」」」となりますとなりますとなりますとなります。。。。詳細詳細詳細詳細はははは別紙別紙別紙別紙チラシチラシチラシチラシをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    
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                                                                                                                                                                                                                                                                        トッキッキと応援 2009 年に開催される「トキめき新潟国体」のＰＲで、公式マスコット「トッキッキ」が上通保育園を訪問。園児とクイズや記念撮影を楽しみました。長岡市ではテニスや剣道など 8 競技が行われます。  みなさん、応援してね。 

 

 

それぞれの夢に向かって歩いて行きます   3月 6日、中之島中学校で卒業式が行われ、141名が学び舎を巣立ちました。 式典では卒業証書が一人ひとりに手渡され、卒業生を代表し米谷智己さんが「自分の夢を見失わずに、中之島中学校で学んだことを胸に歩いて行きます」と答辞を述べました。式典後、卒業生が 3 年間の思い出、感謝の気持ちを込めて卒業記念合唱を行いました。 

地域の話題 

 

 

 

問合せ先 建設課 管理係 電話 0258-61-2012 
建設課からのお知らせ 

 

～4 月 1 日 午前 8 時 30 分より春季火災予防パレードを中之島地域一円で行います～   消さないで あなたの心の 注意の火 

■■■■被災者住宅復興資金利子補給被災者住宅復興資金利子補給被災者住宅復興資金利子補給被災者住宅復興資金利子補給    請求受付請求受付請求受付請求受付についてについてについてについて((((地震利子補給地震利子補給地震利子補給地震利子補給))))  被災者住宅復興資金利子補給制度の平成１８年中に支払った利子分について請求の受付をしています。交付決定を受けた人で、まだ請求手続きをしていない人は、お早めに請求手続きをしてください。 
■■■■長岡市住宅建設等制度融資長岡市住宅建設等制度融資長岡市住宅建設等制度融資長岡市住宅建設等制度融資    「「「「被災住宅復興資金被災住宅復興資金被災住宅復興資金被災住宅復興資金」」」」のののの申込期限申込期限申込期限申込期限についてについてについてについて 被災住宅復興資金の申込み期限は平成１９年３月３１日までです。資金の借入れをされる人は取扱金融機関へ早めに申し込んでください。 工事完了又は売買契約締結後に提出いただく、工事完了届の提出期限は平成１９年１２月２８日です。 

スキー教室開催  2 月 18 日、五日町スキー場で毎年恒例のスキー教室を行いました。はじめは怖そうにしていた子ども達も、午後には楽しく滑っていました。 
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                                                 ３ 月 
3/3/3/3/11115555 木木木木 ・粗大ごみ収集日 中条・信条・西所・三沼・野口・真弓地区 
16161616    金金金金 ・育児サークル9：30～11：30 改善センター 
11117777 土土土土 ・講演会「自分でできる！ストレスコントロール」 
11118888 日日日日  

11119999 月月月月 ・中之島図書館休館日 
20202020 火火火火  

21212121 水水水水 春分の日 
22222222 木木木木  

23232323    金金金金 ・小学校卒業式 
24242424    土土土土 ・資源物引き取り日7：30～10：00 支所裏駐車場 ・マスクプレイミュージカル忍たま乱太郎 文化センター 
25252525    日日日日 ・おはなしひろば 10：00～11：30 文化センター 
26262626    月月月月 ・中之島図書館休館日 
27272727    火火火火  

28282828    水水水水 ・地域委員会
○
→1ページ 

29292929    木木木木 ・保育園卒園式 
30303030    金金金金  

31313131    土土土土    ・被災住宅復興資金申込み期限
○
→3ページ ・中之島図書館休館日 ４ 月 

4444/1/1/1/1    日日日日 ・春季火災予防パレード・中之島消防団春季分団訓練○→3ページ 
2222    月月月月 ・中之島図書館休館日 ・がん検診申込み開始

○
→2ページ 

3333    火火火火  

4444    水水水水  

5555    木木木木 ・保育園入園式 
6666    金金金金 ・資源物収集日 中之島・中条・信条・西所・三沼地区 ・育児サークル9：30～11：30中之島公民館（旧改善センター） ・中学校入学式 
7777    土土土土  

8888    日日日日 ・新潟県議会議員一般選挙 7：00～20：00 
9999    月月月月 ・犬の登録と狂犬病予防注射

○
→4ページ ・小学校入学式    ・中之島図書館休館日 

10101010    火火火火 ・1歳６ヶ月児健診（H17年8・9月生） 中之島公民館 ・3歳児健診（H12年12月生）      （旧改善センター） 
11111111    水水水水  

12121212    木木木木 ・赤ちゃん相談（H18年9・10月生）中之島公民館（旧改善センター） 
13131313    金金金金 ・資源物収集日 上通・中通・中野地区 
14141414    土土土土  

11115555 日日日日  

16161616    月月月月 ・中之島図書館休館日 
17171717    火火火火  

18181818    水水水水    
19191919    木木木木  

20202020    金金金金 ・資源物収集日 中之島・中条・信条・西所・三沼地区 ・育児サークル9：30～11：30中之島公民館（旧改善センター）     ○→ は詳しい情報が載っているページです    中之島地域の人口・世帯数 平成 19 年 3 月 1 日現在（ ）は前月との比較 総人口12,619人（△14）男 6,126人（△7）女 6,493人（△7） 世帯数 3,195世帯（±0） 

3/15～  4/20 

◇休日在宅当番医（見附・中之島地区）◇ 月日 医・病院名 電話 内科 田崎医院 0258-62-1122 3/18(日) 外科 星整形外科医院 0258-66-8808 内科 内島医院 0258-66-2446 3/21(祝) 外科 寺師医院 0258-62-0137 内科 星野（弘）医院 0258-62-0998 3/25(日) 外科 わたなべ皮フ科 0258-62-7750 内科 見附市立病院 0258-62-2800 4/ 1(日) 外科 見附市立病院 0258-62-2800 内科 山谷クリニック 0258-61-1388 4/8(日) 外科 見附南医院 0258-63-4477 内科 杏仁堂医院 0258-62-0123 4/15(日) 外科 金井医院 0258-62-0116  ※受付時間は各医院へお問い合わせください。 「「「「支所支所支所支所からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ」」」」はははは、、、、長岡市長岡市長岡市長岡市ホームページホームページホームページホームページからからからからごごごご覧覧覧覧いただけいただけいただけいただけますますますます。。。。    
hhhhttp://www.city.nagaoka.niigata.jpttp://www.city.nagaoka.niigata.jpttp://www.city.nagaoka.niigata.jpttp://www.city.nagaoka.niigata.jp////    

 

≪≪≪≪犬犬犬犬のののの登録及登録及登録及登録及びびびび狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ≫≫≫≫    

■ 実施日実施日実施日実施日    ４４４４月月月月９９９９日日日日（（（（月月月月）【）【）【）【中之島地域中之島地域中之島地域中之島地域】】】】    会場 時間 中条新田大字事務所  ９：４５～１０：１５ 中野公民分館 （サンパルコなかのしま隣） １０：４５～１１：１５ 中之島公民館 （旧農村改善センター） １３：３０～１４：２０ はすはな荘 （上通小学校隣） １４：５０～１５：１０ ※※※※上通地区会場上通地区会場上通地区会場上通地区会場はははは『『『『はすはなはすはなはすはなはすはな荘荘荘荘（（（（上通小学校隣上通小学校隣上通小学校隣上通小学校隣）』）』）』）』にににに変更変更変更変更になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    
    
■ 料金料金料金料金    ★更新   ３，１００円 ★新規   ６，１００円 （内訳）  登録料金 ３，０００円  注射料金 ３，１００円 
 ◎犬が死亡した時や人に譲った時は、必ず市民生活課まで届け出てください。 （届けないと法律により罰せられることがあります） 
 ◎◎◎◎集合注射集合注射集合注射集合注射でのでのでのでの「「「「犬犬犬犬のののの登録登録登録登録とととと狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射狂犬病予防注射」」」」はははは、、、、長岡市内長岡市内長岡市内長岡市内のののの他他他他のののの会場会場会場会場でもできますでもできますでもできますでもできます。。。。詳細詳細詳細詳細はははは、、、、市政市政市政市政だよりだよりだよりだより４４４４月号月号月号月号又又又又はははは３３３３月下旬月下旬月下旬月下旬にににに登録者宛個別登録者宛個別登録者宛個別登録者宛個別にににに郵送郵送郵送郵送するするするする案内文案内文案内文案内文書書書書をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    
 

※※※※動物病院動物病院動物病院動物病院でででで受受受受けけけけるるるる場合場合場合場合はははは左記料金左記料金左記料金左記料金にににに約約約約 1,0001,0001,0001,000円円円円のののの宅診宅診宅診宅診療療療療がががが加算加算加算加算されますされますされますされます。。。。    
問合せ先 市民生活課 電話0258-61-2014 

 

 

 

 


