
◀ 中を開くとガ
イドマップと
写真を掲載。

▶ 中之島地域散策ガイドの他にも満福寺（直
江家の祈願所、守り本尊所蔵）が作成され
たパンフレット（写真右）もあります。

選挙のお知らせ
● 10月19日㈰は新潟県知事          
選挙の投票日です。

■投票時間は午前7時から午後8時まで
　 投票所と投票時間は、投票所入場券に記載して
あります。
■ 投票所へ行けない人は期日前投票をどうぞ
　 市内いずれの期日前投票所でも投票ができま
す。
■期　　間　10月３日㈮から10月18日㈯まで
■時　　間　午前８時30分から午後８時まで
■場　　所
　 中之島支所および各支所、市役所１階市民
ホール、厚生会館第１小ホール
　※ 投票所入場券をお持ち下さい。（10月２日㈭
までにハガキでお届けします。）

■問い合わせ
　選挙管理委員会事務局　℡  .0258-39-2241 
　中之島支所地域振興課　℡  .0258-61-2010

中之島産業まつり　10月26日㈰
コシヒカリとレンコンふれあい中之島2008
■時間　午前９時から午後３時
■会場　中之島支所周辺
　　　　 ジャンボおにぎり、特産品プレゼント、農産物の即売、工業製

品の展示、キャラクターショーなど
■問い合わせ　 中之島産業まつり実行委員会（中之島支所産業課内）
　　　　　　　℡  .0258‒61‒2013　℻  .0258‒61‒2030
■ジャンボおにぎり制作　一般参加者募集
　中之島名物のジャンボおにぎりを一緒につくってみませんか？
●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検便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、白ズボンを着用願います。
●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 米穀班　担当：冨所
　　  ℡  .0258‒61‒2903　℻  .0258‒66‒1920

『中之島地域散策ガイド』ができました！

中之島地域の史跡と歴史・文化の散策ガイドができました。
史跡の地図や、歴史の解説などを、この一冊にまとめました。あ
の、直江兼続と中之島との関わりなども掲載していますので、ど
うぞご覧下さい。
〔設置場所〕 中之島支所、中之島文化センター、中之島公民館ほか

■問い合わせ
　中之島地域ふるさと創生事業実行委員会
　（中之島支所地域振興課内）
　℡  .0258-61-2010

くらしのお知らせ
● 稲わら、もみ殻の焼却は              
やめましょう

　煙公害で迷惑しています。
　 有機質肥料として活用し、良質米の生産に努
めましょう。
■問い合わせ 中之島支所産業課 ℡  .0258‒61-2013

発行･編集:中之島支所地域振興課 TEL:0258-61-2010 FAX:0258-66-2238 E-mail:nknsm-chiiki@city.nagaoka.lg.jp
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●自主防災組織とは
災害時に、自主的な活動ができる組織。
定期的に独自の防災訓練･学習会などを開催し、地
域住民全員の理解と協力により運営されます。

● 地球温暖化防止シリーズ
     ～家庭でできる温暖化対策（その１）～
　私たちの生活を見直し、二酸化炭素（CO2）の排出
を減らすためにはどうすればいいのでしょうか。今
月号から全５回に分けて、シリーズで家庭でできる
温暖化対策の取り組みを紹介していきます。できる
ことから始めてみましょう。
■買い物袋を持ち歩き、省包装の商品を選ぶ
　 買い物袋を持ち歩けば、レジ袋を減ら
せます。また、トレーやラップは家に
持ち帰れば、すぐごみになります。
◆年間約58㎏のCO2の削減

■週２回往復８㎞の車の運転をやめる
　 通勤や買い物の際にバスや鉄道、自転車を利用し
ましょう。歩いたり自転車を利用したほうが健康
にも良く、環境にもやさしいです。
◆年間約184㎏のCO2の削減
◆年間約9,200円の節約

■問い合わせ　中之島支所市民生活課 
　　　　　　℡  .0258－61－2014

消防署からのお知らせ
● 長岡市消防団中之島方面隊消防演習
■日　　時 10月５日㈰午前７時から
■分列行進 中之島美術館～中之島交番間
■そ の 他　中之島中央小学校グランド
　※中之島地域全域でサイレンを吹鳴します。
　　火災とお間違えないようご注意願います。
　　 消防団の勇姿と規律正しい動きを是非ご覧くだ
さい！

■問い合わせ　与板消防署　℡  .0258－72－2572
● 上級救命講習会（無料）
　心肺そ生法（成人・小児・乳幼児)、AED（自動体
外式除細動器）の使用方法、傷病者の管理法など高度
な応急手当の講習会です。講習を修了した人には「上
級救命講習修了証」を交付します。
■日　　時 10月19日㈰　午前９時～午後６時
■会　　場　与板消防署　■定　　員　30人(先着)
■申し込み　10月11日㈯　午前９時から
　　　　　　与板消防署救急係へ電話連絡
■問い合わせ　与板消防署　℡  .0258－72－2572

●10月から中之島地域に
　　「地下水の節水ルール」が適用されます
　長岡地域の地下水節水ルールが中之島地域においても
適用されます。（越路、三島・与板地域も同様です）。冬期間
の過剰な地下水のくみ上げによる地盤沈下を防ぐため、み
んなで地下水を大切に使いましょう。
①地下水の利用は適正な水量で
　 散水飛距離は道路で20㎝程度、駐
車場などでは25㎝程度以下に調
整してください。
②井戸を新設する場合は届け出を
　地下20ｍより深く、かつ揚水ポンプの口径が23㎜以上の
井戸を新設する場合は、市への届け出が必要です。

自主防災会【結成状況】　平成20年9月1日現在
長岡市全体 62% 中之島地域 65%
長　岡 62% 中之島 15%
中之島 32% 上　通 100%
越　路 45% 中　通 74%
三　島 100% 中　野 59%
山古志 60% 中　条 100%
小　国 92% 信　条 67%
和　島 49% 三　沼 100%
寺　泊 15% 西　所 100%
栃　尾 90% ※ 中之島地域の地区別の数値は

結成見込みを含む。与　板 58%
自主防災会を結成すると…（期限H21.2.28まで）
・ 中越大震災の「復興基金」が活用でき200万円を限度に防災設備用品が購入
できます。＜補助率10／10＞（発電機・投光機・テント・炊き出し釜など）
・ 集落センターが無い町内会も、別の補助制度がありますのでご相談下さい。
　■問い合わせ（中之島支所地域振興課　℡  .0258-61-2010）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●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20年10月３日㈮午前10時から午後３時まで
■会　　場 中之島公民館
■相 談 員　 大塚弁護士、韮沢基行政相談委員、久保朋

惠、松井光子人権擁護委員、法務局職員
　※ 弁護士との相談を希望される方は、９月26日㈮ま

でに、保健福祉課へご予約ください。
■問い合わせ
行政及び弁護士相談／中之島支所保健福祉課 ℡  .0258－61－2015
人権相談／中之島支所地域振興課 ℡  .0258－61－2010
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●秋の全国交通安全運動が実施されます！
☆運動期間　９月21日㈰から９月30日㈫
　※９月30日㈫は「交通事故死ゼロを目指す日」です!!
●秋の交通安全指導所を開設します
■日　　時 平成20年９月24日㈬午後３時から４時まで
■会　　場 JAにいがた南蒲青果物集出荷予冷センター前
■問い合わせ　中之島地域交通安全対策協議会事務局
　            　（中之島支所地域振興課内）℡  .0258－61－2010 

③ ポンプの口径が100㎜以上の場合「水量測定器」の設置
と「管理責任者」の選任を
　中之島地域内にある揚水設備でポンプの口径が100㎜以
上の場合、平成23年９月30日までに水量測定器を設置して
ください。管理責任者を選任し、市へ届け出してください
（町内会や道路消雪組合は、設置・届け出いずれも不要）。
④ 消雪面積が150㎡以上の場合は「降雪検知器」と「水量調
節弁」の設置が必要です。
　降雪検知器は、雪が止んでからポン
プが停止するまでを５分以内に、雪温
センサーを0.5℃以下に設定してくだ
さい。（次のページへ続く）

▲水量調節弁

平成20年９月18日発行　№30

－2－



中之島文化センターからのお知らせ
●新

にいみにいみ

美光
みつえみつえ

映・村上康子ピアノコンサート
　～この秋ピアノがおもしろい～
　第一回ショパン国際コンクールインアジア派遣部
門一位のショパニスト新美光映さんと児童音楽教育
に情熱を注いでる村上康子さんによる「べーゼンドル
ファー275」で奏でるピアノコンサート。
■日　　時　10月25日㈯午後２時から（１時30分開場）
■会　　場　中之島文化センター文化ホール
■料　　金　 先着順・全席自由500円(中学生以下無料) 

前売り、電話予約はありません。

■問い合わせ 中之島文化センター　℡  .0258－66－1310

地域の話題
● 中之島地域成人式
　（8月15日）
▶ 中之島文化センターで中之島地
域成人式が行われ、142名の新成
人が参加し、新成人代表の和田直
也さんは、「ひとりの大人としてそ
れぞれの目標に向かって、まい進
して行くので温かく見守って欲し
い。」と誓いの言葉を述べました。

　中之島地域内にある揚水設備で消雪面積が150㎡以
上の場合、平成23年９月30日までに水量調節弁を設置
してください（町内会と道路消雪組合は、施設の改修
時に設置してください）。
泫  ③と④の両方に該当する場合は、「水量測定器」「降
雪検知器」「水量調節弁」を設置し、「管理責任者」を
選任してください。

● 「水量調節弁」と「水量測定器」の設置を補助します。
　中之島地域のほか３地域で、平成20年７月８日以前
に揚水設備を設置した人に、水量調節弁と水量測定器
の設置費を補助します。

種　類 補助額
水量調節弁      設置に要する経費の1/2 (上限35,000円)
水量測定器      設置に要する経費の1/2 (上限12,500円)

■問い合わせ　環境政策課　℡  .0258－24－0528

健康のお知らせ
● パパママサークル開催のお知らせ
　妊娠・出産・育児について夫婦ふたりで考える機会
としてみませんか。
■日　　時　10月17日㈮　午後７時から９時まで
　　　　　　 （受付午後６時45分～）
■会　　場　中之島公民館
■内　　容　・赤ちゃんのお風呂の入れ方(沐浴)練習
　　　　　　・   妊婦擬似体験・育児についての話と

情報交換・リラックス体操
■持 ち 物　母子手帳、筆記用具
　　　　　　バスタオル１枚、フェイスタオル１枚
　　　　　　濡れたタオルを入れる袋
■そ の 他　 軽体操もありますので、動きやすい服装

でおいでください。
■申し込み・問い合わせ
　中之島支所保健福祉課　℡  .0258－61－2015

中之島分室からのお知らせ
●「第56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
　　　　　　中之島公民館前スタート
■参加資格　 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）

■部　　門 一般の部（高校生以上）、中学生の部、女子の部
■申込方法　 10月17日㈮までに所定の申込書を長岡

市教育委員会中之島分室内「中之島地区
体育協会事務局」へ提出してください。
参加費無料

■問い合わせ 教育委員会中之島分室　℡  .0258－61－2011
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●中之島生涯学習フェスティバル作品大募集！
　11月１～３日の３日間、中之島文化センターにおい
て、中之島生涯学習フェスティバルを開催します。
作品展では絵画・書道・写真・工芸など、皆さんの力作
を募集します。出品を希望の方は、10月23日㈭までに
所定の申込書を教育委員会中之島分室に提出してく
ださい。詳しい内容は、下記お問い合わせまで。
■問い合わせ　教育委員会中之島分室
℡  .0258－61－2011　℻  .0258－66－2238
　E-mail：nknsm‐kyoiku@city.nagaoka.lg.jp

●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、
150におよぶ企業等団体、個人の皆様
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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●中之島・栃尾地域交流事業
　「ネイチャーウオッチングー＆森づくり」
　栃尾の森で楽しく遊び、学びましょう
■期　　日　10月５日㈰ 中之島支所前集合
■時　　間　午前８時30分～お昼まで
■会　　場 栃尾市大平山（北荷頃側）元西谷運動広場脇
■内　　容　 自然観察会・木の名札づくり又は森づく

り作業及び記念植樹。（小雨決行）お昼に
美味しい「きのこ汁」をサービス

■参加資格　特になし
　　　　　　（ただし小学生以下は保護者同伴必要）
■定　　員　20名　■参 加 料　無料
■持 ち 物　水筒（飲み物）、昼食、雨具など
■申し込み　 ９月26日㈮までに下記問い合わせに電

話連絡
■問い合わせ
　 中之島支所産業課　℡  .0258－61－2013
　教育委員会中之島分室　℡  .0258－61－2011

新
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▶ 4つのチームが総合
優勝を目指し、白熱し
た競技が行われまし
た。写真左、「女子騎馬
戦。」写真右、「男子棒
倒し。」

●中之島中学校運動会（８月30日）

中之島地域図書館からのお知らせ
●おはなしひろば
■と　　き　９月28日㈰　午前10時から11時30分
■と こ ろ　中之島文化センター２階視聴覚室
■プログラム
　絵　　　本 「つきのぼうや」
　大型紙芝居 「スーホーのしろいうま」
　おたのしみ 「かげ絵あそび」
■問い合わせ　中之島地域図書館　TEL.0258－61－2165

●「中之島大橋」橋名揮
きごう

毫作品募集
７･13水害の復興のシンボルでもある「中之島大橋｣。その橋
名板の文字を中之島地域内の小中学生から募集いたします｡
■応募資格
　●小学生の部
　・ 中之島地域内小学校に在校、または在住する小学４～
６年生。

　●中学生の部
　・中之島地域内中学校に在校、または在住する中学生。
■応募作品（揮毫名称）
　● 小学生の部「なかのしまおおはし｣（毛筆ひらがな横書き)
　●中学生の部「中之島大橋」（毛筆漢字横書き）
■作品規格 書道用紙(書き初め用)を縦15㎝×横40㎝に裁断
　用紙については応募者が用意してください。
■応募方法 
　・中之島支所建設課に郵送または持参する。
　・ 中之島地域内の小中学校に在籍する小中学生は、担任
の先生に提出する。

　・出品作品には、名札を作品の裏面に貼る。
　・応募は、１人１作品とする。
■応募締切　平成20年10月31日㈮　必着
■問い合わせ　中之島支所建設課 ℡  .0258ｰ61ｰ2012

９　月
18 木

19 金
米百俵号巡回 信条保育園　   9：30
　　　　　　 みずほ保育園 10：20
育児サークル 「ぴよぴよクラブ」 9：30～11：30 中之島公民館

20 土

21 日 秋の全国交通安全運動　30日まで

22 月 中之島地域図書館休館日

23 祝 勤労感謝の日

24 水 秋の交通安全指導所開設 15:00～16:00
JAにいがた南蒲青果物集出荷予冷センター前 ▶2ページ　  

25 木

26 金

27 土 大口れんこん収穫体験ツアー
JA上通支店大口れんこん集出荷場

28 日 おはなしひろば 10:00～11:30 中之島文化センター
▶4ページ

29 月 中之島地域図書館休館日

30 火

10　月
1 水

2 木 新潟県知事選挙告示日

3 金 育児サークル 「ぴよぴよクラブ」 9：30～11：30 中之島公民館
行政・人権合同相談所 10:00～15:00 中之島公民館

4 土 なかのしま“こども”料理グランプリ　中之島中学校

5 日
長岡市消防団中之島方面隊消防演習 ▶2ページ
ネイチャーウオッチングー＆森づくり 8：30～ ▶3ページ
中之島総合体育祭　ゴルフ

6 月 中之島地域図書館休館日

7 火  赤ちゃん相談 9:00～　中之島公民館　       

8 水 中之島総合体育祭　ゲートボール

9 木
米百俵号巡回　上通保育園　　  9：30　
　　　　　　　中之島保育園   10：50
集団予防ポリオ　13:50～14:30　中之島公民館

10 金
11 土

12 日 中之島総合体育祭
（バトミントン、卓球、テニス、野球、バレーボール）

13 祝 中之島総合体育祭　（剣道）

14 火 中之島地域図書館休館日

15 水 1歳6ヶ月児健診 （H19．2月3月生） 13:00～ 中之島公民館
3歳児健診 （H17．5月6月生） 13:00～ 中之島公民館

16 木

17 金 育児サークル「ぴよぴよクラブ」9：30～11：30中之島公民館／
パパママサークル 19：00～21：00 中之島公民館

18 土

19 日 新潟県知事選挙投票日 7:00～20:00 ▶１ページ
上級救命講習会 9:00～18:00 与板消防署 ▶ 2ページ

20 月 中之島地域図書館休館日

21 火

22 水

23 木

▶は詳しい情報が載っているページです。

休日在宅当番医（見附・中之島地区）
月　日 医・病院名 電　話

９月21日㈰ 内科 内 島 医 院 0258-66-2446
外科 星整形外科医院 0258-66-8808

９月23日㈷ 内科 田 﨑 医 院 0258-62ｰ1122
外科 寺 師 医 院 0258-62-0137

９月28日㈰ 内科 星野 ( 弘 ) 医院 0258-62-0998
外科 わたなべ皮フ科 0258-62-7750

10月５日㈰ 内科 山谷クリニック 0258-61-1388
外科 見附市立病院 0258-62-2800

10月12日㈰ 内科 林俊壱クリニック 0258-66-3000
外科 見 附 南 医 院 0258-63-4477

10月13日㈷ 内科 さ え き 内 科 0258-66-8500
外科 貝 瀬 皮 膚 科 0258-66-8100

10月19日㈰ 内科 霜 鳥 医 院 0258-62-0579
外科 見 附 南 医 院 0258-63-4477

※受付時間は各医院へお問い合わせください。

＜中之島地域の人口・世帯数＞
平成20年９月１日現在（　）は前月との比較
総人口12,590人(±０)　男6,151人(－２)　女6,439人(＋２）
世帯数3,340世帯(＋７）

「支所からのお知らせ」は、長岡市ホームページから
ご覧いただけます。
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/

平成20年９月18日発行　№30

－4－




