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ますます元気いっぱい！中之島
第14回中之島夏まつり開催
■市民・企業の皆さまからのご協賛
平成21年８月９日㈰
お待ちしております。
午後3時～午後９時まで（予定）
■会場 中之島支所周辺
ご協賛金振込先
■予定イベント
●日本郵便  
◦迫力満点!!和太鼓、お神輿渡御
（口座番号） 00580－1－7669
◦華麗に演舞、にいがた総おどり、下駄
総おどり
●JAにいがた南蒲中之島支店
◦うんめ～もんあるよ、地域交流コーナー
普通預金 0223618
◦みんなで踊ろう！中之島音頭、大口れ
●新潟県信用組合中之島支店
んこん音頭などなど、イベント多数。
普通預金 0020322
■日時

神輿の担ぎ手、
民踊流しの踊り手大募集!!
■問い合わせ  
中之島夏まつり事業実行委員会事務局
TEL.0258－61－2010

トピ

ツ

●第四銀行今町支店
普通預金 1137525
●口座名義 中之島夏まつり事業
実行委員会 会長 小黒憲雄
●名義人住所 長岡市中之島788番地

ク ス 7.13水害犠牲者追悼献花･黙とう式
7．13水害から5年が経過。犠牲者を追悼
し、中之島支所では全国からの支援に対す
る感謝の気持ちと、さらなる復興への祈り
を込め献花台を設置し、黙とう式が行われ
ました。
来月末頃には、いよいよ新河川への通水
が行われる予定であり、復興に向けて大き
な一歩となります。

ケーブルテレビで中之島を上映中

▲各保育園では、復興への祈
りが込められた折り鶴が作
られました。
（写真は中之島保育園）

中之島支所１階の情報ラウンジで、ケーブルテレビ
で中之島地域を収録した映像(コミュニティ放送)を上
映しています。あなたのご近所の人がテレビに登場!？
中之島支所へお寄りの際は、ぜひご覧下さい。

中之島保育園児によ
る千羽鶴お供え。 ▶

◀中 之島地区社会福祉協議会
とボランティアのみなさん
から集められた約500本の
ひまわり（グッドスマイル）
で会場を飾りました。
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内容は随時
更新します！

平成21年７月23日発行

№40

●第２回中之島地域委員会の
概要についてお知らせします。

地域委員会からのお知らせ
■開催日
■議 題

６月26日㈮
■会 場 中之島支所３階 大会議室
・地域コミュニティ事業補助金について
・７.13水害復興コミュニティ元気復活事業補助金について
■会議の概要
・地域コミュニティ事業補助金について、平成21年度は、長岡市中之島郷土史研究会
が実施する、漢詩集「雲荘詩存」を現代語訳し出版する事業に助成することを決定
しました。
うんそう し ぞん

団体名

団体名

事業名

長岡市中之島支部

７.13水害復興チャリティコンサート

なかのしま銭太鼓愛好会

銭太鼓愛好会

長岡市中之島ボランティア連絡協議会

地域に花とメッセージ入りプランター設置事業

■問い合わせ 地域振興課地域振興･防災係

グリーン撥制作事業

TEL.0258－61－2010

●衆議院議員総選挙のお知らせ

■任期満了日 ９月10日㈭
※公示日や投票日などの日程は、決定次第お
知らせします。
■小選挙区 長岡市は、合併前の市町村を区域として、次のと
おり複数の選挙区に分かれていますので、ご確認ください。

新潟県第４区

旧中之島町

新潟県第５区

旧長岡市

◦飲酒・居眠り・無謀運転の追放
◦シ ートベルトとチャイルドシー
トの着用の徹底
◦交差点における安全確認の徹底
■問い合わせ
中之島地域交通安全対策協議会
事務局 TEL.0258－61－2010

旧三島町
旧寺泊町

旧小国町
旧与板町

旧栃尾市
旧山古志村

■期日前投票 これまでは、市内のいずれの期日前投票所でも
投票ができましたが、衆議院議員総選挙に限り、ご自分の
該当する小選挙区内の期日前投票所で投票することになり
ます。
■開
票 小選挙区ごとに３箇所で即日開票します。
■問い合わせ 選挙管理委員会事務局 TEL.0258－39－2241
地域振興課総務係
TEL.0258－61－2010

健康のお知らせ
●「何がちがってきたの？
ちょっと気になる育児の今・昔」

保健師･栄養士が健診の結果や生活習慣病予防、こころ、
子育てなどの相談に個別に応じます。
■日
時 ８月19日㈬ 午前９時30分～11時30分
■会
場 中之島公民館
■持 ち 物 健康手帳（持っている人のみ）
■申し込み ８月17日㈪までに下記へ電話でお申込みください。
■申し込み・問い合わせ 市民生活課保健係 TEL.0258－61－2015

●おやこ料理教室のお知らせ

対象旧市町村名

新潟県第２区

「あせる気と
アクセル抑えエコの夏」

●あなたの健康相談室

選挙のお知らせ

旧越路町
旧和島村

スローガン

◆運動の重点◆

漢詩集「雲荘詩存」を現代語訳

・７.13水害復興コミュニティ元気復活事業補助金について、平成21年度は、次の３
団体が実施する事業へ助成することを決定しました。

衆議院小選挙区

実施期間：７月22日㈬から
７月31日㈮

事業名

長岡市中之島郷土史研究会

家庭倫理の会

●
【夏の交通事故防止運動】
実施中！

「いい子に育てたい！」という親の願いは
いつの時代もいっしょです。
しかし、これからは「いい子」を育てるのではなく、
「幸せな
子」に育てる。
「いい親」になるのではなく、
「幸せな親」を目指
す！そんな考え方のヒントを得てみませんか。
■日 時 ８月７日㈮ 午前10時～11時30分まで
■会 場 中之島公民館 １階 和室
■内 容 酒井由美子助産師による子育て講話
■参加費 無料
■その他 お話が聞きやすいように、母子保健推進員がお子
さんをみていることもできます。その際は、お子さんに飲
ませる水分をご持参ください。
特に申込みは不要です、直接会場におこしください。
■申し込み・問い合わせ 市民生活課保健係 TEL.0258－61－2015

今回のテーマは、
「野菜を食べよう！チャンプルー・野菜のお
やつ」です。料理に興味をもつお子さんとおかあさんおとうさ
ん、おばあちゃんともOKです。
■日
時 ８月22日㈯ 午前９時30分～午後１時まで
■会
場 中之島公民館
■献
立 「チャンプルー・野菜スープ・野菜のおやつ」
■持 ち 物 エプロン・三角巾・参加費（一人100円）
■申し込み ８月10日㈪までに、下記にお申し込みください。
（定員20組）
■問い合わせ 長岡市食生活改善推進委員会中之島地域事務局
（市民生活課保健係内）TEL.0258－61－2015

●ファイブ・コグ及び結果説明会開催

認知症は脳の知的機能が低下して日常生活に支障をきたす
状態のことをいいます。
認知症になると落ちやすい５つの知的機能を調べる検査を
ファイブ・コグといいます。
自分の知的機能を知り、早い段階で低下している知的機能
を鍛えることが認知症予防には大切です
※ただし、この検査は認知症を診断するものではありません
（映像を見て、検査用紙に記入したりするもの）。

●ファイブ・コグ(脳の健康度を調べる検査)
■日
■場
■対
■定

時
所
象
員

８月６日㈭ 午後１時30分～３時
中之島公民館
概ね65歳以上
20名⇒申し込まれた方には、後日詳しいご案内を
送付します。

●結果説明会
■日
■場
■対

時
所
象

８月20日㈭ 午後１時30分～３時
中之島公民館
８月６日㈭のファイブ・コグを受けた方
８月３日㈪までに下記あてにお申込みください
■問い合わせ 市民生活課福祉係 TEL.0258－61－2015
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くらしのお知らせ

スポーツ大会結果

●不法投棄は犯罪です！

『第12回中之島男女混合バレーボール大会』

いらなくなった家電製品やタイヤなどを道路わ
きや河川、空き地などに捨てることは、
『廃棄物の処
理および清掃に関する法律』に違反する行為です。
不法投棄をした人は、この法律により厳しく罰せられます。
いらなくなったテレビなどの家電４品目やタイヤは、買い
換えをしたお店で処分をお願いするか、長岡市ごみ収集運搬
業許可業者に収集を依頼して処分しましょう。
家電４品目は、指定の引取場所に自分で持ち込むこともで
きます。詳しくは「ごみの分け方と出し方保存版」
（オレンジ色
の冊子）をご覧ください。
また、空き地などに不法投棄されたごみは、その土地の所有
者、または管理者の責任で片づけていただくことになります。
日ごろから、ごみを捨てられないように管理しましょう。
※公の道路、河川、公園への不法投棄を発見した方は、管理者
か市民生活課環境係までご連絡をお願いします。
管理者（場合によっては、警察へ通報）と協力して対応します。
■問い合わせ 市民生活課環境係 TEL.0258－61－2014

６月28日㈰ 中之島北体育館
優 勝 サスカッチ
準優勝 マインズ
第三位 ブラック
のぞみがトンチンカン
優勝チームのサスカッチ▶

『第22回中之島地区春季ゴルフ大会』
６月28日㈰ 石地シーサイドCC
優 勝 中川 政孝
準優勝 駒沢 康雄
第三位 室橋三代吉

中之島地域図書館からのお知らせ
●おはなしひろば

■と き ７月26日㈰ 午前10時30分から11時30分
■ところ 中之島文化センター２階和室
■プログラム 海・山の話、工作：紙コップで作るおもちゃ

成人式のお知らせ
●平成21年度中之島地域成人式を開催します

■対 象 者 昭和63年４月2日から平成元年４月１日まで に
生まれた人で、現在中之島地域に住所を有する人及 び出身
者（中之島中学校卒業生）
■日
時 ８月15日㈯ 午前９時30分開式
（受付 午前８時50分～９時20分）
■会
場 中之島文化センター 文化ホール
■記念講演 講師 株式会社オオミヤスポーツ
専務取締役 大宮 怜子 氏
演題「感謝は感動であり原動力だ」
■お 願 い 該当者の方には７月中旬、ご実家に案内状を発
送いたしました。届かない方は、中之島支所地域振興課教
育支援係までご連絡をください。また、進学などで転出さ
れている場合は、ご家族の方からご本人様へお知らせいた
だけますようお願いします。
■問い合わせ 地域振興課教育支援係 TEL.0258－61－2011

中之島文化センターからのお知らせ
●中之島文化センター映画祭
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●としょリンピック

■期 間 ７月１日㈬～８月30日㈰
期間中に30冊読んで、認定証と景品がもらえる「マラソン
コース」や図書館にある問題に答えて景品がもらえる「チャ
レンジコース」などがあります。是非図書館に来て挑戦して
ください。
■問い合わせ 中之島地域図書館 TEL.0258－61－2165

中之島観光協会 地域
いにしえ

いざな

●～古への誘い～『

デア支援事業

』と『義』の余韻

■開催日 ８月22日㈯
■場 所 大竹邸記念館 庭園内
■内 容
①大竹邸記念館特別開館（10時～16時）
昭和31年撮影の大竹貫一翁に関わる貴重な映像を上映します。
②箏・尺八の演奏、剣舞等（18時30分～21時）
ろうそくと月明かりの幻想的な雰囲気の中で、和楽器の音
色と舞をご堪能いただきます。
（雨天実施。会場変更の可能性があります。）
③物販＆おもてなしコーナー（16時～21時）
・「天地人」グッズ、お船の故郷・与板の特産品（与板観光
協会）などの販売
・来場者には、冷茶とお菓子のサービスのほかに♥風船など
「愛」のこもったプレゼントを差し上げます！（冷茶、お
菓子、プレゼントは、数に限りがありますので、なくなっ
た場合はご了承下さい）
■料 金 無料
■駐車場 大竹邸記念館専用駐車場、大竹邸記念館隣「刈谷
田公園」駐車場、中之島文化センター（徒歩５分）
■問い合わせ 中之島観光協会事務局
（長岡市中之島支所産業課内）TEL.0258－61－2013

越後長岡 天地人
マスコットキャラクター
「愛ナッちゃん」

長岡まつり大花火大会（‘08年エヌ・シィ・ティ制作）と
現在のまつりの起源につながる長岡空襲関連の作品を上映し
ます。さまざまな事情で「なかなか花火大会の現場に行けな
い」という方、また「よく見る」という方も、大きなスク
リーンに映しだされる映像と音で、花火に込められた願いを
見つめなおしてみませんか。
■日時・作品
・８月１日㈯
9時30分～「焦土の中から」
10時00分～「長岡まつり大花火大会」
13時30分～「昭和20年８月１日～
        
  語り継ぐ長岡空襲～」
14時30分～「長岡まつり大花火大会」
・８月２日㈰
9時00分～「長岡まつり大花火大会」
11時10分～「昭和20年８月１日～
語り継ぐ長岡空襲～」
13時00分～「長岡まつり大花火大会」 ▲天地人花火
15時10分～「焦土の中から」
（長 岡 ま つ り 大 花 火 大 会
■定員 各500人 ■料金 無料
2008年８月３日打上げ）
■問い合わせ
中之島文化センター（月曜日休館） TEL.0258－66－1310

●大竹邸記念館の清掃をしていただきました。

今年も７月５日㈰午前８時から、中之島町商工会の女性部
をはじめ15名の皆さんが大竹邸記念館の清掃ボランティアと
して集まり、記念館・茶室・庭園の清掃をしていただきまし
た。暑い中ありがとうございました。
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地域の話題

②

①

７

月

認知症予防介護 13:30～15:30 中之島公民館 ▶6月号
23 木
ケーブルテレビ住民説明会 池之島集落開発センター 19:００～
パパママサークル 19:00～21:00 中之島公民館 ▶6月号
24 金 ぴよぴよクラブ 9：30～11：30 中之島公民館
ケーブルテレビ住民説明会 島田集落開発センター 19:００～
25 土 とっておきの長岡まちめぐり 華蓮な稲花の散策 9:30～16:00
26 日
27 月
28 火
29 水

なかのしま探検隊 9:00～13:00 ▶6月号
おはなしひろば 10:30～11:30 中之島文化センター▶4ページ
ケーブルテレビ住民説明会 中之島文化センター文化ホール 18:００～
中之島文化センター、中之島地域図書館休館日
ケーブルテレビ住民説明会 中野西部集落開発センター 19:００～
特定健康診査 9:30～11:00 ▶6月号
ケーブルテレビ住民説明会 中条公民分館 19:００～
特定健康診査 9:30～11:00 13:00～14:30 ▶6月号
ケーブルテレビ住民説明会 西野集落開発センター 19:００～

30 木 特定健康診査 9:30～11:00 ▶6月号
31 金 中之島地域図書館休館日

８

月

1

第38回少年球技大会
土
文化センター映画祭 9:30～ 中之島文化センター ▶3ページ

2

日 文化センター映画祭 9:00～ 中之島文化センター ▶3ページ

3

月 中之島文化センター、中之島地域図書館休館日

4

火 米百俵号巡回 信条保育園 9：30～10：30

5

水

6

1歳6ヶ月児健診（h19.12､h20､1月生）13：00～13：30 中之島公民館
3歳児健診（h18.3･4月生）13：00～13：30 中之島公民館
米百俵号巡回 中之島保育園 9：30～10：30
木
みずほ保育園 10：50～11：20

7

金 ぴよぴよクラブ 9：30～11：30 中之島公民館 ▶2ページ

8

土

9

日 中之島夏まつり 15:00～21:00 中之島支所周辺 ▶1ページ

早朝マラソン、6:15～ 中之島公民館
早朝なかのしまウォーキング 8:30～ 中之島公民館

10 月 中之島文化センター、中之島地域図書館休館日
11 火
12 水
13 木 米百俵号巡回

中条保育園 14：40～15：30

③
①米粉を使った料理教室
②中之島地域防災訓練。
自主防災会の旗を掲げて
集団避難（上通地区）中之
島地域全体では、4,226名
の参加!!ご協力ありがと
うございました。③自主
防災会消火器訓練（中条
地区）④わいわい教室「ス
トリートダンスに挑戦」。

●加茂福祉会では平成21年12月採用予定の職員
を募集しています。
■募集職種及び人員 看護師・准看護師３名程度、機能訓練指
導員１名程度、介護職員10名程度
■勤 務 地 平成園（特別養護老人ホーム、デイサービスセン
ター）、第二平成園（特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、
デイサービスセンター）び第三平成園（特別養護老人ホーム）
■申込期限 ８月10日㈪まで
■そ の 他 申込方法、試験日、受験資格及び給与等詳しい内
容は下記問い合わせまで
■問い合わせ （社福）加茂福祉会
（加茂市石川1－2473－1） TEL.0256－41－4031

●にじのいえ夕涼みコンサート
■日
■場

時
所

８月６日㈭ 18時30分～20時
地域サポートセンターにじのいえ
中之島中条丁305番地２（中条北体育館前）
■内 容 ギタリスト畠山徳雄さんによるライブ演奏
綿あめ・かき氷・アイスコーヒー・アイスティーをプ
レゼント！
※畠山徳雄さん…演奏・指導・創作そして地元の音楽界の
リーダーとして幅広く活躍
★「 にじのいえ」では８月１日～８月16日までイルミネー
ションを点灯します。夏の夜のひと時、お散歩がてらに見
に来て下さい。
■問い合わせ NPO法人虹の家 TEL.0258－66－1538

14 金

休日在宅当番医（見附・中之島地区）

15 土 中之島地域成人式 9：30～ 中之島文化センター ▶3ページ

月

16 日
17 月 中之島地域図書館休館日
18 火 米百俵号巡回

上通保育園 9：30～10：30

8月2日㈰

▶は詳しい情報が載っているページです。

8月9日㈰

＜中之島地域の人口・世帯数＞
平成21年７月１日現在（

）は前月との比較

総人口12,542人（＋18） 男6,123人（＋5）
世帯数3,326世帯（－1）

日

7月26日㈰

19 水

女6,419人（＋13）

④

8月16日㈰

内科

医・病院名
内 島 医

院

外科

お元気でクリニック

0258－63－3800

内科

見 附 市 立 病 院

0258－62－2800

外科

星整形外科医院

0258－66－8808

内科

村

院

0258－63－4600

外科

お元気でクリニック

上

医

0258－63－3800

内科

星 野（ 弘 ） 医 院

0258－62－0998

外科

貝 瀬 皮 膚 科

0258－66－8100

※受付時間は各医院へお問い合わせください。
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電 話
0258－66－2446

