
      平成１９年９月２０日発行 №１８ 

1 

     

   

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行発行発行発行・・・・編集編集編集編集：：：：中之島支所地域振興課中之島支所地域振興課中之島支所地域振興課中之島支所地域振興課    

ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：０２５８０２５８０２５８０２５８－－－－６１６１６１６１－－－－２０１０２０１０２０１０２０１０    

ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：０２５８０２５８０２５８０２５８－－－－６６６６６６６６－－－－２２３８２２３８２２３８２２３８    

ＥＥＥＥ---- mail mail mail mail：：：： nknsm nknsm nknsm nknsm----chiiki@city.nagaoka.lg.jpchiiki@city.nagaoka.lg.jpchiiki@city.nagaoka.lg.jpchiiki@city.nagaoka.lg.jp    

 

今今今今こそこそこそこそ４４４４色色色色のののの翼翼翼翼になれになれになれになれ！！！！    中之島中学校運動会中之島中学校運動会中之島中学校運動会中之島中学校運動会        

大凧をモチーフに作成した応援マスコット� 

白熱!!闘志のぶつかり合い。「女子騎馬戦」� 

中之島中学校運動会 

 まもなく秋を迎えようかとする空の下、中

之島中学校グラウンドにて盛大に開催さ

れました。 

今年のスローガン、「2007.9.2 今こそ

4 色の翼になれ！」をかかげ、生徒たちは

4 チームに分かれこの日のために準備を

すすめてきました。 

集まった観客からは熱い声援が送られ

ていました。（9 月 2 日） 

【夕暮れは 早めのライトと 反射材】 

秋の交通安全指導所を開設します 

 9 月 21 日（金曜日）から 9 月 30 日（日曜日）の間、全国一斉に「秋の交通

安全運動」が実施されます。 

 これに伴い、下記のとおり「秋の交通安全指導所」を開設します。 

■日時  平成 19 年 9 月 25 日（火曜日） 午後 3 時から 4 時まで 

■場所  県道見附中之島線 ＪＡにいがた南蒲予冷センター前 

■問い合わせ  地域振興課（電話 0258-61-2010） 

市内交通事故多発!! 市長緊急メッセージ 
2 日間で 3 件の交通事故が発生し 3 名の方が命を奪われるという、極めて

深刻な事態となりました。 

市民の皆さん、これ以上交通事故の犠牲者を増やさないためにも、ドライバ

ー、自転車、歩行者の一人ひとりが、事故にあわないよう、交通安全に心がけ

て行動してください。 

【歩行者のみなさんへ】 

たとえ通り慣れた道であっても、道路を横断する際には、左右から近づいてく

る車がいないか、もう一度、しっかり確認してから横断してください。 

【運転者のみなさんへ】 

夕暮れ時は、早めにライトを点灯してください。また、常に安全速度でルール

とマナーを守って運転してください。 

競技のラストを飾る

「選抜リレー」。会場人

たちが声援を送ってい

て大興奮のレースでし

た。� 

 

勝利を呼び込む先

頭ゴールは、大ジャンプ

で 飛 び 込 み ゴ ー ル イ

ン!!� 

消消消消防防防防・・・・交通安全交通安全交通安全交通安全    

火災想定訓練               中之島消防団消防演習 
■日時 9 月 30 日（日） 午前 6 時      ■日時 10 月 7 日（日） 午前 7 時 

中之島地区にてサイレンを吹鳴します。     ■分列行進 中之島美術館～中之島交番間 

火災とお間違えないようご注意願います。   ■その他 中之島中央小学校グラウンド 

                              地域を守る消防団員の勇姿をご覧あれ… 

見附市・長岡市中之島地域の犯罪認知状況 

（8 月末現在） 19 年 18 年 増減 

総  数 310 290 +20 

侵入盗 31 23 +8 

自転車盗 81 64 +17 

自動車盗 4 2 +2 

車上ねらい 23 43 -20 

器物損壊 34 23 +11 

内       

訳 

   

自販機ねらい 10 4 +6 

① 中之島地域では、深夜の自販機あらし事
件が多発傾向にあります。 

② 深夜の侵入盗が増加しています。確実なカ
ギ掛けをお願いします。 

防犯組合見附地区連合会・見附警察署 
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平成２０年４月から長岡市全域の 
し尿くみ取り手数料を統一します！ 

 現在、し尿のくみ取り手数料は地域により異なっていますが、長岡市全域

の収集処理経費を計算すると、10 リットル当たり約 100 円かかっていま

す。 

そこで、平成 20 年 4 月から全市域のくみ取り手数料を長岡、越路、三

島、小国地域と同額の 10101010 リットルリットルリットルリットル当当当当たりたりたりたり 70707070 円円円円（200 リットル以下の場合

は 1,400 円）に統一します。 

みなさまのご理解とご協力をお願いします。 

■問い合わせ 中之島支所市民生活課 ℡0258-61-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健健健健    康康康康    

くらしくらしくらしくらし    

基本健診結果相談会を行います 
7月に行った総合健診・基本健診の結果相談会を開催いたします。 

「健診結果（検査値）の見方が分からない」、「どう生活習慣を改善す

ればよいのか」などについて、保健師や栄養士が相談に応じます。 

 ぜひ、この機会に生活改善のヒントをつかみ、健康づくりに役立てま

しょう。皆さんの参加をお待ちしています。 

■対象者 平成 19 年度長岡市総合健康診査、 

基本健康診査を受診された方 

■日時・会場 

開催日 受付時間 会場 

9 月 27 日(木) 9：30～11：30 
中之島公民館 

(旧農村環境改善センター) 

9：30～11：30 三沼公民分館 
１0 月 1 日(月) 

13：00～14：30 西所公民分館 

9：30～11：30 中野公民分館 
10 月 3 日(水) 

13：00～14：30 中通公民分館 

9：30～11：30 中条公民分館 
10 月 9 日(火) 

13：00～14：30 中条新田大字事務所 

10 月 11 日(木) 9：30～11：30 はすはな荘 

10 月 17 日(水) 9：30～11：30 
中之島公民館 

(旧農村環境改善センター) 

※地区割はありませんが、近くの会場においで下さい。 

■内容  保健師・栄養士による個別相談 

■持ってくる物 健診結果通知、健康手帳、眼鏡等(必要な方) 

■問い合わせ 中之島支所保健福祉課 ℡0258-61-2015 

パパママサークル開催のお知らせ 

妊娠・出産について夫婦で学んだり相談したりする場です。 

内 容 

19 日（金）1 回目 

･ビデオ上映 

･夫婦で生活チェック 

･食事の大切さについて 

･妊婦擬似体験 

･夫婦でリラックス体操 

26 日（金）2 回目 

･沐浴等の育児体験 

･育児についての話と

情報交換 

･夫婦でリラックス体操 

■開催日 10月19日（金）、26日（金） 

■時間 19:00～21:00（受付 18:45～） 

■会場 中之島公民館（旧農村環境改

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 下記問い合わせまで電話で申

し込み。 

■問い合わせ 中之島支所保健福祉課    

℡0258-61-2015 

行政・人権合同相談所を開設します（無料） 
 心配ごとやお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。 

■日時 平成 19 年 10 月 5 日（金） 午前 10 時から午後 3 時まで 

■会場 中之島公民館（旧農村環境改善センター） 

■相談員 韮沢基行政相談委員、久保朋惠・蓮池ハナエ人権 

擁護委員、弁護士、法務局職員 

※ 弁護士との相談を希望される方は、9 月 28 日（金）までに、保

健福祉課へご予約ください。 

■問い合わせ 

 ・行政相談／保健福祉課（℡0258-61-2015） 

 ・人権相談／地域振興課（℡0258-61-2010） 

｢家族のしゃべり場｣を開催します 
こころの病気で悩む方を支える家族の集まる場です。日頃の思い

を出し合うことで、前に向かっていく力を得ることができます。 

お茶を飲みながら、ゆったりとおしゃべりしませんか。 

■日時 10 月 16 日（火）午前 9 時 30 分～11 時 30 分 

■会場 中之島公民館（旧農村環境改善センター） 

■問い合わせ 中之島支所保健福祉課 ℡0258-61-2015 

平成 20 年 4 月からの「ごみ改革」 
に向けた住民説明会を開催します！ 
 平成 20 年 4 月からのごみの一部有料化など、ごみと資源物の分別・収

集の統一に向け、10 月から 11 月中旬にかけて、各地区に出向いて住民

説明会を開催します。詳しい日程については、別紙チラシをご覧ください。 

なお、説明会当日は、支所からのお知らせ９月号と一緒にお配りした「ご

みと資源物の分け方と出し方」ガイドブック（概要版）をお持ちください。 

 

～知ればなっとく！ごみ有料化のＱ＆Ａ【粗大ごみ編】～ 

 Q1 『粗大ごみ』は、どのようなものがありますか？ 

 A1 『粗大ごみ』は、燃やすごみ、燃やさないごみの指定袋に入らないも 

のです。主なものは、布団・カーペット、家具類、自転車などになります。た

だし、長さが 2ｍをこえるものや、二人で持てないものは収集できません。 

 

Q2 『粗大ごみ』は、どうやって申し込めばいいのですか？ 

A2 「粗大ごみ」は、次の手順で申し込んでいただくことになります。 

①まず、「粗大ごみ」の品目と数量（１回の申し込みは５個まで）を 

確認し、粗大ごみ受付専用電話 25-0053 または、ＦＡＸ25-0064 に 

て申し込んでください。 

↓ 

②受付の際に、「粗大ごみ」の品目ごとの金額と収集日をお知らせします。 

品目ごとの金額は、『200 円』、『600 円』、『1,000 円』の３段階です。 

『200 円』･･･自転車、イス、布団（一枚につき 200 円）など 

『600 円』･･･学習机、たんす（高さ 90cm 以下）など 

 『1,000 円』･･･二段ベット、たんす（高さ 90cm 超）など 

↓ 

③次に、指定ごみ袋販売店で「粗大ごみ処理券シール」（処理手数料分） 

を購入し、「粗大ごみ」ごとに貼ってください。 

粗大ごみ処理券シールは、『200 円券』と『100 円券』の 2 種類です。 

↓ 

④収集日当日の朝（8 時 30 分までに）、一戸建てのお住まいの方は、 

玄関先の道路から見えるところに、アパート、マンションなどの 

集合住宅にお住まいの方は、１階の入口付近に出してください。 

 ただし、家屋に入っての収集はしません。 

 

Q3 「粗大ごみ処理券シール」は、どこで買えるようになりますか？ 

A3 「粗大ごみ処理券シール」は、市内の取扱店で買えるようになります。 

11 月頃には、取扱店一覧表を全世帯に配布する予定です。 

■問合せ先 中之島支所市民生活課 ℡0258-61-2014 

 

稲わらやもみ殻の焼却はやめましょう 

煙公害煙公害煙公害煙公害でででで迷惑迷惑迷惑迷惑していますしていますしていますしています        

有機質肥料有機質肥料有機質肥料有機質肥料としてとしてとしてとして活用活用活用活用しししし、、、、良質米良質米良質米良質米のののの生産生産生産生産にににに努努努努めましょうめましょうめましょうめましょう    
■問い合わせ 中之島支所産業課 ℡0258-61-2011 
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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    

アレクサンダーアレクサンダーアレクサンダーアレクサンダー・・・・ガヴリリュクガヴリリュクガヴリリュクガヴリリュク    ピアノリサイタルピアノリサイタルピアノリサイタルピアノリサイタル    

 

■日時 11 月 20 日(火)午後 7 時から（午後 6 時 30 分開場） 

■会場 中之島文化センター 文化ホール 

■料金 全席自由前売り 2,000 円（当日 2,500 円） 

■出演 アレクサンダー・ガヴリリュク（ピアノ） 

■曲目 バッハ／ブゾーニ編／トッカータとフーガ二短調ＢＷＶ565、 

モーツァルト／ピアノ・ソナタ第１７番ニ長調Ｋ576、シューベルト／ピアノ・ソナタ第 13 番イ長調ほか 

■チケット販売 中之島文化センターで発売中（電話予約もお受けします。）              世界的ピアニストの演奏をぜひこの機会に 

■問い合わせ 中之島文化センター ℡ 0258-66-1310 

 

地域地域地域地域のののの話題話題話題話題    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

今井 ハナさん（高畑）        田中 一郎さん（中条新田第一） 

長寿おめでとうございます 
市の敬老訪問で、今年度中之島地域では 88 歳（50 名）、95 歳（9

名）を迎える方へ長寿祝品が贈呈されました。 

95 歳を迎える今井ハナさん（高畑）は、家族みんなで食事をするこ

と、田中一郎さん（中条新田第一）は一日一日を楽しく過ごすことが長

寿の秘訣だとお話をしてくださいました。 

これからも元気にお過ごしください。（9 月 12、13 日） 

募募募募    集集集集    

中之島地区体育協会賛助会員の皆様へのお礼 
 

中之島地区体育協会の賛助会員の募集をさせていただきましたと

ころ、企業等事業所 68 社、個人 80 名の皆様から多大なるお力添え

を賜りました。ここに厚くお礼申し上げます。 

皆様からいただいた貴重な賛助会費をもとに各種スポーツ大会や

行事などを開催し、中之島地域のスポーツ振興に努めて参ります。

多くの皆様からの参加をよろしくお願い申し上げます。 

タスキでつなごう！ 元気いっぱい！中之島 
「第 55 回中之島一周駅伝競走大会」 参加チーム大募集！ 
 

■日時  11 月 3 日（文化の日） 午前 9 時 長岡市中之島公民館前

スタート 

■コース 公民館(旧農村環境改善ｾﾝﾀｰ)前⇒てんぐ屋様前(3.3km)

⇒中通交差点(3.5km)⇒末宝神社前(3.8km)⇒北体育館前(4.1km)

⇒信条小学校前(3.8km)⇒三沼分館前(2.6km)⇒西所ｽｸｰﾙﾊﾞｽ待

合所前(3.0km)⇒中之島公民館(旧農村環境改善ｾﾝﾀｰ) (3.1km)  

全 8 区間 全長 27.2km 

※ コースは都合により変更になる場合があります。 

■参加資格 中学生以上の中之島地域に在住される方並びに地域

内事業所等に勤務されている方で編成されたチーム

(1 チーム選手 8 名 補員 2 名まで) 

■申込期限 10 月 19 日（金）まで  参加費無料 

■問い合わせ 

中之島文化センター内 

中之島地区体育協会事務局 

℡0258-66-1310 

中之島産業まつり開催 

コシヒカリとレンコンふれあい中之島 2007 

平成 19 年 10 月 21 日（日）午前 9 時～午後 3 時 

中之島支所および JA にいがた南蒲予冷センター周辺 

■問い合わせ 中之島支所産業課 ℡0258-61-2011 

 

ジャンボおにぎり作成 一般参加者募集 
ギネスブック認定のジャンボおにぎりを一緒に作ってみませんか？ 

■ 参加資格  

① 高校生以上で中之島地域に在住または、地域内企業にお勤 

めの方 

② 10 月 21 日産業まつり当日会場に集合できる方 

③ 保健所による検査を受けていただける方 

※ 当日は、白無地の T シャツ、白ズボンを着用いたします。 

炊き立てのお米を使用し、火傷する恐れがありますので、お子

様、児童の参加は控えさせていただきます。 

■募集人員  5 名 （定員になりしだい締め切り） 

■申し込み先・問い合わせ 

JA にいがた南蒲 南営農センター 

地域対策班 担当 大泉 

℡ 0258-61-2905 

FAX0258-66-1920 

おはなしひろば主催 

劇団ちろりん人形劇 かちかち山 

■日時 10 月 28 日（日） 

午前 10 時から 11 時 

■場所 中之島公民館（旧農村環境改善センター） 

入場無料です。どうぞお集まりください。 
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             ９ 月 

20202020    木木木木 粗大ゴミ収集 中条、信条、西所、三沼地区、真弓、野口 

21212121    金金金金 育児サークル 9:30～11:30 中之島公民館 

資源物収集日 中之島・中条・信条・西所・三沼地区 

22222222    土土土土  

23232323    日日日日 中之島、中野分館運動会、上通、中通、信条地区敬老会 

24242424 月月月月  

25252525    火火火火 秋の交通安全指導書開設15:00～16:00 １ページ 

ベビーマッサージ講演会 10:00～11:30 中之島公民館 

中之島図書館休館日 

26262626    水水水水  

27272727    木木木木 集団予防接種（ポリオ） 13:50～ 中之島公民館 

28282828    金金金金 資源物収集日 上通、中通・中野地区 

29292929    土土土土 大口れんこん収穫体験ツアー 中之島総合体育祭（ゴルフ） 

30303030    日日日日 火災想定訓練（中之島地区） １ページ 

中条地区敬老会 中之島図書館休館日 

１０ 月 

1111    月月月月 中之島図書館休館日 

2222    火火火火  

3333    水水水水 中之島総合体育祭（ゲートボール） 

4444    木木木木 3歳児健診（h16．5～6月生） 1歳6ヶ月健診（h18．2～3月生） 
13:00～ 中之島公民館 
米百俵号巡回  上通保育園10：00～11：30 

           中之島保育園13：30～14：30 

5555    金金金金 行政・人権合同相談所 10：00～15：00 中之島公民館 2ページ 
育児サークル 9:30～11:30 中之島公民館 
資源物収集日 中之島・中条・信条・西所・三沼地区 

6666    土土土土  

7777    日日日日 中之島消防団 消防演習 1ページ 

中之島総合体育祭（バトミントン、卓球、硬式テニス） 

8888    月月月月 中之島総合体育祭（剣道、バレーボール） 

 

9999    火火火火 中之島図書館休館日 

10101010    水水水水   

11111111    木木木木  

12121212    金金金金 資源物収集日 上通、中通・中野地区 

13131313    土土土土 なかのしまこども料理グランプリ 中之島中学校 

14141414    日日日日 中之島総合体育祭（野球） 

15151515 月月月月 中之島図書館休館日 

16161616    火火火火 家族のしゃべり場9:00～11:30 中之島公民館 2ページ 

17171717    水水水水  

    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 9月 1日現在（ ）は前月との比較 

総人口12,608人（+33）男 6,149人（+16）女6,459人（+17） 

世帯数 3,239世帯（+12） 

「「「「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ごからごからごから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。。。。    

ＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬ    http://www.http://www.http://www.http://www.city.nagaoka.niigata.jpcity.nagaoka.niigata.jpcity.nagaoka.niigata.jpcity.nagaoka.niigata.jp////    

 

9/20～ 

 10/17 

とっておきの長岡「まちめぐり」募集中 
 

おぐにの秋を満喫しよう 
■日時 平成 19 年 10 月 5 日(金) 

9 時 30 分～15 時 

■会場 小国地域(おぐに森林公園) 

■内容 おぐに森林公園内で、きのこ採り体験と鑑定、そして山

採り盆栽に挑戦します。昼食は、きのこ汁と盛り沢山の山菜料

理を食べて、思いっきりおぐにの秋を満喫してみませんか。 

■参加料 2,500 円 

■定員 25 名(先着順) 

■申し込み、問い合わせ 小国支所産業課 ℡0258-95-5906 

FAX 0258-95-2282Ｅﾒｰﾙ ogn-sangyo@city.nagaoka.lg.jp 

 

クリオネと北の鎌倉寺泊の旅 

■日時 10 月 8 日（月・祝日） 

市役所集合（午前 8 時 30 分） 

現地集合（午前 10 時） 

■集合場所 みなと公園 

■コース史跡めぐり→紙芝居→水族博物館→魚の市場通りほか 

■定員（先着 25 名） 

■参加料 2,500 円 

■申し込み、問い合わせ 寺泊支所産業課 ℡0258-75-3105 

FAX 0258-75-2238 

 

与板三国街道物語 
 城下町与板を巡る旅人（参加者）を募集します。「直江兼続」

や「良寛」ゆかりの地で、戦国時代から江戸時代まで三国街道

の城下町として栄えたまち「与板」の散策・まちめぐりに参加しま

せんか？ 

 

■日時 10 月１７日（水） 

■集合場所 与板支所 

■時間 午前 9 時～午後 3 時 30 分頃まで 

■コース 与板支所→徳昌寺→都野神社→民俗資料館→昼食

（地元料理）→いしぶみの里→打刃物見学→恩行寺→楽山苑 

■参加料 2,000 円（保険・昼食代を含む） 

■定員 30 名（先着） 

■申し込み、問い合わせ 与板支所産業課 ℡0258-72-3100 

ＦＡＸ0258-72-3341 

中越沖地震における中之島地域の 

家屋被害状況について（9 月 18 日現在） 

    全壊全壊全壊全壊    大規模半壊大規模半壊大規模半壊大規模半壊    半壊半壊半壊半壊    一部損壊一部損壊一部損壊一部損壊    計計計計    

住宅住宅住宅住宅            3333    517517517517    520520520520    

非住宅非住宅非住宅非住宅    1111        16161616    169169169169    186186186186    

 

◇◇◇◇休日在宅当番医休日在宅当番医休日在宅当番医休日在宅当番医（（（（見附見附見附見附・・・・中之島地区中之島地区中之島地区中之島地区））））◇◇◇◇    

月日 医・病院名 電話 

内科 霜鳥医院 0258-62-0579 9/23(日) 

外科 石澤医院 0258-62-2500 

内科 関谷医院 0258-61-0205 9/24(祝) 

外科 貝瀬皮膚科 0258-66-8100 

内科 石川医院 0258-66-2140 9/30(日) 

外科 見附南医院 0258-63-4477 

内科 10/7(日) 

外科 
見附市立病院 0258-62-2800 

内科 林俊壱クリニック 0258-66-3000 10/8(祝) 

外科 金井医院 0258-62-0116 

内科 村上医院 0258-63-4600 10/14(日) 

外科 星整形外科医院 0258-66-8808 

※受付時間は各医院へお問い合わせください。 


