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中之島地域より叙勲に３名の受章、県知事表彰に１名
の受賞の発表があり、被表彰者の方に歓びの声を、お
聞かせいただきました。おめでとうございます。

小林 昇さん（六所）
瑞宝双光章 防衛功労受章。
自衛官として国の平和と安
全のために尽力した。
「このたびの受章において
大変名誉なことであると同時
に驚きました。 長男でありな
がら長く家を空けていたこと
に対し、家族、地域のみなさ
まに大変感謝しています。
これからは地域に恩返しをし
ていきたい。」

田中 弘さん（藤山）
瑞宝単光章 警察功労受章。
37 年 5 ヶ月、警察官として県
民の安心・安全のために地域
を守ってきた。
「私にとって最高の名誉であ
り非常に感激です。みなさま
に支えられながら大過なく務
めることができました。大口の
駐在所に 6 年間務めました
が、地域のみなさまの温かさ
がとても印象的でした。」

渡邉 昭平さん（福原）
瑞宝双光章 元中之島町消防団長
昭和 25 年中之島村消防団
に入団、中之島村消防副団
長、中之島町消防団長を歴任
し、通算 44 年有余年の消防
団歴。
「このたびの受章は、私の消
防団活動に対し周囲の仲間と
妻の協力あってのものです。
いただいた叙勲の半分は妻
の物だと思っています。」

ジャンボおにぎりが約８千個 の
おにぎ りに変 身 、来 場 者 に無 料
配布されました。 T
レインボー チルドレンのパ
ワー あ ふれ る ダンスに観 客
は釘付けでした。 T

ジャンボおにぎ りの製作 現場 に潜 入。近く
で見ると、ものすごいごはんの量に圧倒！ T

来場者 2 万 1 千人と今年も盛大な
賑いをみせた中之島産業まつり。
ジャンボおにぎりをはじめ中之島
や各地のおいしいものがたくさん
揃い、来場者は秋の味覚を楽しん
でいました。
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上原 兼一さん（下沼新田）
県知事表彰 学校医
昭和 30 年 4 月から現在まで
54 年間にわたり地域の小中学
校の学校医として子どもたち
の健康保持増進に貢献。
「新潟護国神社内の敷碑に
「我のみの力にあらず今日あ
るは、あまたの人のお陰なり
けり。」と刻まれていたのを思
い出し、改めて「お陰さま」と言
うことに気付かされました。」

W「パパ僕ここ
だよ！写真撮
って。」

シンケンジャ
ーとの握手う
れしいな。T
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●あなたの健康相談室
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 12月16日(水) 午前9時30分～11時30分
■会 場 中之島公民館
■内 容 持ち物 健診の結果、健康手帳(持っている人のみ)
■申し込み 12月14日（月）まで下記問い合わせへ電話申し込み
■問い合わせ 市民生活課保健係 ℡.0258-61-2015

●今がチャンス とても便利!! ～住民基本台帳カードが無料～
従来 500 円かかっていた住民基本
台帳カード（住基カード）の発行手数
料が無料です。平成 23 年 3 月まで
の期間限定ですので、この機会にぜ
ひ住基カードを作成してください。
写真付きの住基カードなら公的な
身分証明書として本人確認に活用できます。銀行での口座開設や
携帯電話の契約などにもこれ 1 枚で大丈夫。
また、住基カードの有効期間は 10 年です。3～5 年更新の運転免
許証と比べて期間が長く、更新費用は 500 円と経済的です。
さらに、住基カードで電子申告すると、最高 5,000 円の税額控除
が受けられます（平成 22 年分の確定申告までで 1 回のみ）。なお、
電子申告には公的個人認証の登録（500 円）とカード読み取り機
（2,500 円程度）が必要です。
■問い合わせ 市民生活課市民係 ℡0258-61-2014

●～国・県・市合同～暮らしの行政困りごと相談
行政に対する意見・要望にお答えします。
秘密厳守・無料・予約不要です。
■日 時 11月30日(月) 午後1時～4時
■会 場 市立劇場小ホール
■参加機関 新潟地方法務局、新潟労働局、長岡社会保険事
務所、長岡国道事務所、県長岡地域振興局、長岡市、長岡行
政評価事務所、行政相談委員、税理士、弁護士、司法書士、行
政書士など
■問い合わせ 福祉総合相談室 ℡.0258-39-2255

●灯油の流出事故に注意！
例年、寒くなると、ホームタンクの灯油が河
川に流れ出す事故が多発します。
ストーブ等に灯油を給油する時は、必ず次
のことを守ってください。
①ホームタンクから給油している最中は絶対にその場を離れない
でください。
②給油後は、確実にコックを締めて下さい。
※河川への油流出事故を起こし、被害が広がると非常に多額の処
理費が請求されることがあります。
また、河川等で油の流出を見かけた場合は、至急市民生活課ま
で連絡をお願いします。
■問い合わせ 市民生活課環境係 ℡0258-61-2014

●暮らしなんでも相談
多重債務、金融、不動産、相続、医療、家庭問題など暮らしの
中で生じるさまざまなトラブルや教育・健康などの悩み事に弁護
士等の専門家がお答えします。秘密厳守・無料です。
■手続方法 相談内容と返信用封筒を同封のうえ、下記の郵
送先へ郵送してください。
専用の相談用紙（財団パンフレットに折込）は労働金庫本・支
店の窓口にあります。
■ホームページで申し込み ホームページでも相談を受付け
ています。 http://www.zaidan-hukushi.or.jp/
※お電話での相談は受付けていません。
■郵送先 〒951-8565 新潟市中央区寄居町332番地38 労働金庫
店内 （財）新潟県勤労者福祉厚生財団「暮らしなんでも相談室」係
■問い合わせ （財）新潟県勤労者福祉厚生財団j事務局
担当 中村 ℡.025-223-8231

●おやこ料理教室
12 月はクリスマスの季節！
簡単トライフルや、お餅や野菜を使ったおもしろ
ピザなどみんなで作って楽しみましょう。
■日 時 12 月 5 日（土） 午前 9 時～午後 1 時まで
■会 場 中之島公民館
■対 象 小学生の親子 20 組
■参加費 1 人 300 円
■持ち物 エプロン・三角巾
■申込み 11 月 30 日（月）までに下記へお申し込みください。
■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）℡.0258-61-2015

●おはなしひろば
■日 時 11月22日(日) 午前10時30分～11時30分
■会 場 中之島文化センター 2階 和室
■内 容 おはなしスペシャル
大型絵本・パネルシアター・ペープサート（紙人形劇）
■問い合わせ 中之島地域図書館 ℡.0258-61-2165

●｢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。
■期 日 １2 月 8 日（火）午前 9 時 30 分～11 時 30 分
■会 場 中之島公民館
■問い合わせ 市民生活課保健係℡.0258-61-2015

●にじのいえ冬のイルミネーション
「にじのいえ」では夏に引き続き、12 月 1 日(火)から 2 月 14 日
(日)バレンタインデーまでイルミネーションを点灯しま
す。寒い冬を楽しみましょう！ぜひ見に来てください。
■場 所 ＮＰＯ法人 虹の家
■時 間 17 時～22 時
■問い合わせ ＮＰＯ法人 虹の家 ℡.0258-66-1538
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●第 37 回 中之島総合体育祭 結果
■ゴルフ大会（10/4 大新潟 CC 出雲崎コース）新々ぺリア方式 （9 ホール）
優勝 佐藤 俊夫 準優勝 大竹 正義 第三位 本間 正俊
■ゲートボール大会（10/7 信濃リバーサイドパークゲートボール場）
優勝 弥生第一（中之島） 準優勝 中通 第三位 和寿会（中条）、穂波会B(中条新田)
■バドミントン大会（10/11 中之島北体育館）
●一般団体戦
優勝 愛の後立て 準優勝 ヒマラヤ中之島出張所 第三位 ＮＢＣ寺泊支部
■卓球大会（10/11 中之島北体育館）
●一般団体戦
優勝 中之島卓球クラブＡ 準優勝 上通卓球愛好会Ａ 第三位 中之島卓球クラブＢ
●中学生団体戦
優勝 Ａチーム 準優勝 Ｄチーム 第三位 Ｂチーム
●一般男子個人戦
優勝 生田 実 準優勝 馬場 康博 第三位 坂牧 広隆、生田 弘之
●一般女子個人戦
優勝 星野 裕子 準優勝 酒井 優子 第三位 村越 さゆり、池田 直子
●中学生男子個人戦
優勝 瀧澤 優 準優勝 鈴木 拓也 第三位 稲庭 麻棋、五十嵐 允
●中学生女子個人戦
優勝 荒川 紗也花 準優勝 吉村 美咲 第三位 遠藤 樹、飯浜 愛夏
■硬式テニス大会（10/11 与板スポーツ広場・テニスコート）
●男子ダブルス
優勝 渡辺 裕之・井口 啓一 準優勝 帆苅 正敏・駒沢 康雄
第三位 酒井 勝二・長谷川 和久
●女子ダブルス
優勝 長谷川 和子・星 洋子 準優勝 徳橋 姫未・佐々木 優子
第三位 加藤 真紀子・本田 智子
■バレーボール大会（10/11 中之島中央小学校）
●男女混合の部
優勝 サスカッチ 準優勝 ＫＥＮＳＨＩＮ 第三位 ゆたか、のぞみがトンチンカン
※ 婦人の部は中 止
■野球大会（10/12 中之島野球場、中之島中学校）
※グラウンドコンディション不良により中止
■剣道大会（10/12 中之島北体育館）
総合優勝 上通剣士会
●団体戦
小学生１･２年の部
優勝 上通剣士会 B 準優勝 剣友会中之島 第三位 信条剣士会Ａ、信条剣士会Ｂ
小学生３･４年の部
優勝 上通剣士会Ａ 準優勝 剣友会中之島 第三位 中条剣友会、上通剣士会 B
小学生５･６年の部
優勝 信条剣士会Ｂ 準優勝 剣友会中之島 第三位 信条剣士会Ａ
●個人戦
小学生１･２年の部
優勝 塩入 大陸(上通) 準優勝 福王寺 菜々子(上通)
第三位 星野 佑果(信条)、片桐 茉奈(中之島)
小学生３･４年の部
優勝 野田 生純(上通) 準優勝 伊藤 完太郎(上通)
第三位 高橋 知暉(上通)、田辺 竜也(中条)
小学生５･６年の部
優勝 中村 友香(信条) 準優勝 安達 尊人(信条)
第三位 福原 奈緒(中之島)、星野 竜作(信条)

▲バレーボール男女混合の部優勝 「サスカッチ」

▲剣道大会総合優勝

「上通剣士会」
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●第５７回中之島一周駅伝競走大会結果
タスキでつなごう！ ますます元気いっぱい！中之島
団体 総合の部
（所属チーム）
１位 おもしろカッコイイゼ！！（中学生の部）

２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
１０位
１１位
１２位
１３位
１４位
１５位
１６位
１７位
１８位
１９位
２０位
２１位
２２位
２３位
２４位
２５位
２６位
２７位
２８位
２９位
途中棄権

上通Ｂ
（一般の部）
中中サッカー部Ａ
（中学生の部）
長岡市中之島支所
（一般の部）
スミック長岡硝子
（一般の部）
中中野球部Ａ
（中学生の部）
中之島分館
（一般の部）
中野分館
（一般の部）
中条分館
（一般の部）
中中サッカー部Ｂ
（中学生の部）
中中ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 and 野球部 （中学生の部）
Ｌｏｖｅ＆ＰＥＡＣＥ
（中学生の部）
高齢者総合施設中之島男子（一般の部）
信条分館
（一般の部）
三沼走友会
（一般の部）
ダムダム ダムズＡ
（女子の部）
ダムダム ダムズＢ
（女子の部）
中中野球部Ｂ
（中学生の部）
中通分館
（一般の部）
上通Ａ
（一般の部）
近藤鉄工㈱
（一般の部）
八八會
（一般の部）
中中野球部Ｃ
（中学生の部）
ＯＢＫ８
（一般の部）
中中ソフトテニス部Ｂ
（女子の部）
中中ソフトテニス部Ａ
（女子の部）
中中水泳部 and バレー部 （女子の部）
インフィニティＲ
（女子の部）
中中水泳部
（中学生の部）
高齢者総合施設中之島女子（女子の部）

区間賞
（所属チーム） ※印は区間新記録
第１区※金子 俊郎 （中通分館）
第２区 塩入 和矢 （上通Ｂ）
第３区 木暮 正道 （スミック長岡硝子）
第４区 根立 友樹 （長岡市中之島支所）
第５区 吉澤 丈晴 （スミック長岡硝子）
第６区 韮沢
隼 （おもしろカッコイイゼ！！）
第７区 小野塚直樹 （高齢者総合施設中之島男子）
第８区 畠山 慶汰 （おもしろカッコイイゼ！！）
区間賞女子の部
第１区 畑
沙彩 （ダムダム ダムズＡ）
第２区 丸山 葉月 （ダムダム ダムズＢ）
第３区 田中 美華 （ダムダム ダムズＡ）
第４区 入澤 佑彩 （ダムダム ダムズＡ）
第５区 星野ひかり （ダムダム ダムズＡ）
第６区 深谷真英子 （ダムダム ダムズＢ）
第７区 石塚
梢 （ダムダム ダムズＢ）
第８区 入澤 沙加 （ダムダム ダムズＢ）
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●中之島方面隊消防演習(10 月 4 日)
中之島中央小学校を会場に「平成 21 年度長岡市消防団中
之島方面隊消防演習」が開催されました。
雨のため、ポンプ操法と分列行進は中止となりましたが、放
水訓練及び通常点検を実施しました。
市民の生命、財産を守る消防団員の、日ごろの訓練成果が
十分に発揮された実りある演習となりました。T

●とっておき長岡まちめぐり(10 月 25 日)
中之島地域を１日かけてめぐりながら、地域の魅力を再発見す
るツアー。今回は、来年の大凧合戦で揚げる大凧の絵付け体験
と、稲島稲荷神社、大竹邸記念館を訪問しました。T
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●ご家庭に眠っている「おひなさま」の情報をお寄せください
来年 2 月 20 日(土)～3 月 7 日
(日)に越後長岡ひなものがたりを
開催します。市内各所へ展示する
ため、お貸しいただける人形の情
報をお寄せください。
■問い合わせ 越後長岡ひなもの
がたり実行委員会（(社)長岡観光
コンベンション協会）℡.0258-32-1187

月

米百俵号巡回 信条保育園 9：30～10：30

育児サークル「ぴよぴよクラブ」 9:30～11:30 中之島公民館
おはなしひろば 10:30～11:30 X4 ページ
勤労感謝の日
中之島図書館休館日
米百俵号巡回 中之島保育園 9：30～10：30
みずほ保育園10：50～11：20

地域のみなさまより「ＮＴＴの代理店営業の人から、ケーブルテレ
ビのインターネットは上り速度（アップロード：電子掲示板への書き
込みや電子メールを送信する行為など）が遅いと聞きましたが本
当ですか？」、「評判が悪いと聞きましたが本当ですか？」と心配さ
れる声をいただきました。
このことに関して、事実に基づかない誹謗中傷であり、エヌ・シィ・
ティからＮＴＴに申し入れました。
ケーブルテレビの整備は長岡市政事業として行われるものです。
みなさまにはご安心していただき、もし今後もこうした営業トークが
なされた時は、代理店名と担当者の名前を下記問い合わせまでご
連絡をお願いします。
●こんなご質問がありました。
Ｑ ：仮申込みの期間が来年１月３１日まで延長しましたが、
○
開局も延長するのですか？
Ａ ：あくまで仮申込み期間を延長したものであり、開局時期
○
は変わらず来春となります。開局に向け事業推進して参りま
すのでよろしくお願いいたします。
■問い合わせ 株式会社エヌ・シィ・ティ ℡.0120-080-009
中之島支所地域振興課 ℡.0258-61-2010

26 木
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28
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金 中之島図書館休館日
土 米百俵号巡回 信条保育園 9：30～10：30
日
月 中之島文化センター・中之島図書館休館日

1 火
2 水

１２ 月
にじのいえ冬のイルミネーション 2 月14 日までX3 ページ
1 歳6 ヶ月児健診（ｈ20．4～5 月生） 13:00～ 中之島公民館
3 歳児健診（ｈ18．7～8 月生） 13:00～ 中之島公民館
米百俵号巡回 中条保育園 １４：４0～1５：30

3
4
5
6
7

木 米百俵号巡回 上通保育園 9：30～10：30
金 育児サークル「ぴよぴよクラブ」 9:30～11:30 中之島公民館
土 おやこ料理教室 9:30～13:00 中之島公民館 X２ページ
日
月 中之島文化センター・中之島図書館休館日

8 火

家族のしゃべり場 9:00～11:30 中之島公民館 X２ページ

9 水

米百俵号巡回 信条保育園 9：30～10：30
米百俵号巡回 中之島保育園 9：30～10：30
みずほ保育園10：50～11：20

10
11
12
13
14
15
16

木
金
土
日
月
火
水

休日在宅当番医（見附・中之島地区）
医・病院名
電話
内科
林俊壱クリニック
0258-66-3000
11 月 22 日(日)
外科
石澤医院
0258-62-2500
内科
村上医院
0258-63-4600
11 月 23 日(祝)
外科
見附南医院
0258-63-4477
内科
内島医院
0258-66-2446
11 月 29 日(日)
外科
貝瀬皮膚科
0258-66-8100
内科
見附市立病院
0258-62-2800
12 月 6 日(日)
外科
見附南医院
0258-63-4477
内科
田﨑医院
0258-62-1122
12 月 13 日(日)
外科
金井医院
0258-62-0116
内科
星野(弘)医院
0258-62-0998
12 月 20 日(日)
外科 星整形外科医院
0258-66-8808
月日

赤ちゃん相談（生後5～7 ヶ月） 9:00～ 中之島公民館
インターネット体験教室10:00～16:00 中之島文化センター
インターネット体験教室10:00～16:00 中之島文化センター
中之島文化センター・中之島図書館休館日
あなたの健康相談室 9：30～1１：30 中之島公民館 X２ページ

中之島地域の人口・世帯数
平成 21 年 11 月 1 日現在（

）は前月との比較

総人口 12,566 人（＋14）男 6,144 人（＋12）女 6,422 人（＋2）
世帯数 3,347 世帯（＋9）

※受付時間は各医院へお問い合わせください。
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