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 長岡市では、花を育てるこ

とを通して、まちづくりや人

づくりに取り組んでいる団体

を紹介し花いっぱい運動の

輪を広げることを目的に花

いっぱいコンクールを実施

しております。 

コンクールは今年で15回

目、181団体が参加しました。 

社会福祉協議会中之島

支所は地域・職場の部で

最優秀賞を受賞し、表彰

式が11月6日長岡リリック

ホールで行われました。 

このたび秋の叙勲において五十嵐亮一さん（池之島）が「旭日
双光章」を受章されました。 
五十嵐さんは、昭和58年5月1日に中之島村議会議員に当

選、以来平成17年3月31日まで通算22年余りの永きにわたり
議員として在職されたほか、中之島町議会第16、18代議長と
して議会の円滑な運営など常に町議会の中心的役割を担わ
れました。 
さらに、長岡市との合併へ向けた長岡地域任意合併協議会

には、委員として新市構想に携わり、平成17年4月1日長岡
市との合併後の約2年間、長岡市議会議員としても活躍され
ました。 
五十嵐さんは、「このたびの名誉ある受章は、これまで地域

のみなさまに支えられてきたおかげだと思っております。これ
からも地域のみなさまに貢献できることがあれば努めていき
たい。」と、話していました。おめでとうございます。 
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原田通機・情報サービス(中之島) 

が11月1日にまちの駅に加入し 

「メディアさぽーと まちの駅」として 

開設しました。 
                          ▲新しくなった店内 

 
 
 

 
 
 
 
 

社会福祉協議会中之島支所からのメッセージ 

社会福祉協議会中之島支所での「花」を介して

多くの地域のみなさまとの交流やふれあい活動

が評価されたものと思っております。これも地域

のみなさまのおかげと感謝しております。 

今後も多世代の交流や、より多くのふれあいが

広がりますようがんばりますので、ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

▲長岡市社会福祉協議会中之島支所の最優秀賞の作

品。この作品は 11/13～28 まで市民センターの花いっ

ぱいコンクール活動作品展にてご覧いただけます。 

まちの駅って？ 
「まちの駅」は、誰でも気軽に立ち寄ってひと休みしたり、
観光やイベントのパンフレットなどの情報を手に入れるこ
とができる身近な情報スポットです。 

心と心をつなぐネット
ワークサポートでお待
ちしています。 

お気軽にお立ち寄り
ください。

「メディアサポート まちの駅」 
原田通機・情報サービス 
代表 原田 敏 さん    

中之島地域のまちの駅 
■大口れんこんお菓子の駅 丸幸菓子店（池之島 1999-5） 
■中のしま いっぷくの駅 いわみや（中之島 215-1） 
■まちの駅 野菜談義 中之島ふれあい市（中之島 773） 
■メディアサポート まちの駅 原田通機・情報サービス(中之島417-10） 
■問い合わせ 越後長岡まちの駅ネットワーク事務局 ℡.0258-39-2763
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●公共下水道が使えるようになった日から３年以内に下水道への接続をお願いします！ 

 

 

 

 

  
●おやこ料理教室のお知らせ 

一足はやいクリスマス！身近な果物を使った 

ヘルシーデザートや簡単メニューでクリスマス 

気分！親子で楽しみませんか。 

■日時 12 月 11 日（土） 午前 9 時 30 分から午後 1 時 

■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 

■申し込み 12月7日（火）までに下記あてにお申込みください。

■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 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

●灯油の給油事故に注意 
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くなります。 

 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。 

《事故の一番多い原因は、給油中にその場を離れ忘れてしまう

ことです。》 

②給油後は、確実にコックを締める。 

※河川への油流出事故を起こし、被害が拡大すると非常に多

額の処理費用が請求されます。 

また、河川で油の流出を見かけた時は、至急、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 

下水道マスコットキャラクター 
ぼくの名前は「スイスイ」 

■問い合わせ 建設課 ℡. 0258-61-2012 

平成22年3月末現在

水洗化率　(％)

長 岡  98.2

中 之 島  48.9

越 路  98.6

三 島  92.1

山 古 志

小 国  98.9

和 島  87.6

寺 泊  47.2

栃 尾  88.2

与 板  90.6

川 口  91.2

下水道の各地域の水洗化率

〔９番目〕

各地域の下水道水洗化率※１ 中之島地域は、平成9年から一部の地域で下水道が使えるようになり、その後も計画

的に整備を進めてきました。特に、市町村合併後は下水道工事が急速に進んでいます。 

普及率※2も平成16年度末から41.8％伸び、平成22年3月末で78.6％となりました。 

下水道が使えるようになった地域のみなさまには、できるだけ早く下水道への接続をお

願いします。 

※1 水洗化率って何？ 
 下水道が利用できる人のうち、排水設備工事を行って、実際に下水道を使って

いる人の割合です。 

※２普及率って何？ 
人口に対して、実際に下水道が利用できる人の割合です。 

●山古志地域は、合併処理浄化
槽で汚水を処理しています。 

公共下水道が使えるようになった日が、平成12年から平成17年ま

での下水道未接続世帯に、「公共下水道への接続について（お願い）」

をお送りしました。 

この機会に下水道への接続の検討をお願いします。 

下水道は、地域全体が接

続することで大きな効果を

発揮するんだよ！ 

 
 
第38回中之島リーグ社会人 
野球大会閉会式（10/19） 
Ａリーグ 
優 勝 中条球友 

準優勝 中新クラブ 

第三位 大門地クラブ 

Ｂリーグ 
優 勝 ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ 

準優勝  五親会パワーズ 

第三位 ブルース 

優勝した中条球友（Ａリーグ） 

中之島中学校特設駅伝部が11月5日に国営越後丘陵公園特設
コースにて行われた、新潟県中学生駅伝競走大会（女子の部）で
5位入賞し、11月23日（祝）に行われる北信越中学校駅伝大会(女
子の部5区間12.0㎞)に出場いたします。 
会場は長野県松本市の松本平広域公園内周回コースです。 
大会を重ねるごとに記録を更新してきた特設駅伝部、今回の大

会でも記録更新に期待が持てそうです。 
ベストを尽くし頑張ってきてください。 

大会に向けて…メンバーからメッセージ 
 中之島中学校初の快挙であり、これまでの先輩方の思
いと一緒に、最後までタスキをつないで一人一人がベスト
を尽くし頑張ってきます。（特設駅伝部メンバー：写真左か
ら土田さん、今井さん、倉井さん、吉田さん、大久保さん。） 
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●おはなしひろば 
■日時 11 月 28 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 秋のお話会スペシャル 
■日時 12 月 19 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 クリスマスのお話、クリスマスリース作り 
■問い合わせ 中之島地域図書館 ℡.0258-61-2165 

●第５８回 中之島一周駅伝競走大会 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 金・ザ・ワールド    （中学生の部） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
２位 長岡市中之島支所    （一般の部） 
３位 ドゥグドゥグズ     （中学生の部） 
４位 西所分館Ａ       （一般の部） 
５位 中之島分館       （一般の部） 
６位 ＴＡＭＡＴＡＭＡｓ   （中学生の部） 
７位 信条分館        （一般の部） 
８位 中野分館        （一般の部） 
９位 上通Ｂ         （一般の部） 

１０位 高齢者総合施設中之島男子（一般の部） 
１１位 中之島中サッカー部    （中学生の部） 
１２位 中通分館         （一般の部） 
１３位 中中野球部１年生     （中学生の部） 
１４位 中中男バス        （中学生の部） 
１５位 中之島中女子バスケＢ   （女子の部） 
１６位 三沼走友会        （一般の部） 
１７位 中之島中女子バスケＡ   （女子の部） 
１８位 ＣＡＴとゆかいな仲間たち（中学生の部） 
１９位 中之島中女子ソフトテニス部Ａ（女子の部） 
２０位 八八會         （一般の部） 
２１位 上通Ａ         （一般の部） 
２２位 近藤鉄工㈱       （一般の部） 
２３位 水泳部①        （中学生の部） 
２４位 中之島中学校バレー部   （女子の部） 
２５位 西所分館Ｂ       （一般の部） 
２６位 中条分館        （一般の部） 
２７位 長岡三古福祉会ｼﾙﾊﾞｰﾀｲｶﾞｰ（一般の部） 
２８位 インフィニティーズ   （女子の部） 
２９位 中之島中女子ソフトテニス部Ｂ（女子の部） 
３０位 中之島中女子ソフトテニス部Ｃ（女子の部） 
３１位 水泳部②        （中学生の部） 
３２位 高齢者総合施設中之島混合（一般の部） 
 
■区間賞      （所属チーム）※印は区間新記録
第１区 ※森山  亮 （中之島分館） 
第２区   塩入 和矢 （上通Ｂ） 
第３区 ※瀧沢  諒 （金・ザ・ワールド） 
第４区  阿部 浩司 （中野分館） 
第５区  根立 友樹 （長岡市中之島支所） 
第６区  今井 崚太 （金・ザ・ワールド） 
第７区   瀧沢  奨 （金・ザ・ワールド） 
第８区  鈴木 裕之 （中通分館） 
 
■区間賞女子の部 
第１区  野澤瑠稀奈 （中之島中女子バスケＢ） 
第２区  高橋 知香 （中之島中女子バスケＢ） 
第３区  石塚  梢 （中之島中女子バスケＡ） 
第４区  星野ひかり （中之島中女子バスケＢ） 
第５区  入澤 沙加 （中之島中女子バスケＡ） 
第６区  福原 奈緒 （中之島中女子バスケＡ） 
第７区  丸山 葉月 （中之島中女子バスケＢ） 
第８区  桜井 貴子 （中之島中女子バスケＡ） 

●第３８回 中之島総合体育祭結果 

■ゴルフ大会（10/9 石地シーサイドＣＣ）9 ホールペリア方式  
優勝 坂口 貞幸 準優勝 馬場 義昭 第三位 小黒 章智 

■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 真桜会（信条） 準優勝 若芽会（信条） 第三位 池之島クラ
ブ（上通）、穂波会 B(信条) 

■バドミントン大会（10/11 中之島北体育館） 
 ●一般団体戦 
 優勝 ヒマラヤ中之島出張所 準優勝 サムライカアサン 第三位 ＮＢＣ 
 ●一般ダブルス 
 優勝 駒沢正元・中島暢子 準優勝 西原 清・陸川善太  
第三位 今井 茂・鈴木佐和子 

■卓球大会（10/10 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Ｂ 
第三位上通卓球愛好会Ａ 
●中学生団体戦 

 優勝 Ｃチーム 準優勝 Ａ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 西澤  繁 第三位 国島 正美、国島 正輝 
●一般女子個人戦 

 優勝星野 裕子準優勝酒井 優子第三位小岸 志保、池田 直子 
●中学生男子個人戦 

 優勝佐藤 成也 準優勝坂口 竣悟 第三位荒川 俊紀、皆川 輝太 
●中学生女子個人戦 

 優勝飯浜 愛夏 準優勝中島 晴恵 第三位遠藤 樹、高山 京子 
■硬式テニス大会（10/10 中之島テニス場） 
  ※ コートコンディション不良のため中止 
■バレーボール大会（10/10 中之島中央小学校） 
●男女混合の部  

 優勝 のぞみがトンチンカン 準優勝 ３Ｇバレー部 第三位 サスカ
ッチＡ、サスカッチＢ    ※ 婦人の部は中 止 

■野球大会（10/10 中之島野球場） 
 優勝 中野分館 準優勝 信条分館 第三位 中之島分館、上通分館 
■剣道大会（10/11 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 準優勝 剣友会中之島  
 小学生 3･4 年の部 
 優勝 信条剣士会Ａ 準優勝 上通剣士会Ｃ 第三位 上通剣士会Ａ、 
上通剣士会 B 

 小学生 5･6 年の部 
 優勝 上通剣士会 準優勝 中条剣友会 第三位 剣友会中之島Ａ、 
剣友会中之島Ｂ 
●個人戦 

 小学生 1･2 年の部 
 優勝 竹石 丈(上通) 準優勝 山下 裕司(上通) 第三位 今井 拓海

(中之島)、伊藤 平太郎(上通) 
 小学生 3･4 年の部 
 優勝 塩入 大陸(上通) 準優勝 石高 将太(信条) 第三位 山田 真衣 
果(中条)、福王寺 菜々子(上通) 

 小学生 5･6 年の部 
 優勝 野田 生純(上通) 準優勝 伊藤 完太郎(上通)  
第三位 石澤  翼(上通)、坂口 真由(中之島) 

 中学生男子の部 
 優勝 金安 祐生 準優勝 中島 健吾 第三位 石高 健太、吉田 拓弥 
 中学生女子の部 
 優勝 河田  茜 準優勝 小坂井 藍 第三位 菊口 麻衣、高橋 早希 
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●第 2 回 中之島地域委員会を開催します 

■日 時  平成 22 年 11 月 29 日（月） 午後 3 時から 

■会 場  長岡市中之島支所 3 階 大会議室 

■議 題  合併検証、平成 23 年度ふるさと創生基金事業 

 ぜひ傍聴にお出でください  

■問い合わせ 地域振興課地域振興・防災係 ℡.0258-61-2010 

             １１ 月 

18 木 米百俵号巡回  信条保育園 9：30～10：30 

19 金 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 なかのしま探検隊 9:00～12:00 10月号 

22 月 中之島文化センター・中之島図書館休館日 

23 祝 勤労感謝の日 

24 水  

25 木  

26 金  

27 土  

28 日 おはなしひろば 10:30～11:30 中之島文化センター ２ページ 

29 月 中之島文化センター・中之島図書館休館日 

中之島地域委員会 15:00～ 4ページ 

30 火 中之島図書館休館日 

１２ 月 

1 水  

2 木 1歳6か月児健診(H21.４月.５月生) 13:00～ 中之島公民館 
3歳児健診(H19.７月.８月生) 13:00～ 中之島公民館 

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 

4 土  

5 日  

6 月 中之島文化センター・中之島図書館休館日 

7 火  

8 水  

9 木 米百俵号巡回  信条保育園 9：30～10：30 

集団予防接種（ポリオ） 13:50～14:30 中之島公民館 

10 金 赤ちゃん相談 9:00～  中之島公民館 

11 土 おやこ料理教室 9:30～13:00 中之島公民館 2ページ 

12 日 爆笑お笑いライブ in 中之島 中之島文化センター  

12:30～ 16:00～ 10月号 

13 月 中之島文化センター・中之島図書館休館日 

14 火  

15 水  

16 木 米百俵号巡回  上通保育園 11：00～11：30 

           中条保育園 14：40～15：30 

17 金 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 

育児サークル「ぴよぴよクラブ」 9:30～11:30 中之島公民館 

18 土  

19 日 おはなしひろば 10:30～11:30 中之島文化センター ２ページ 

中之島地域の人口・世帯数 
平成 22 年 11 月 1 日現在（ ）は前月との比較 

総人口12,469人（-4）男6,087人（-7）女6,382人（＋3）

世帯数 3,390世帯（-5） 

●大沼もち加

工組合もち加

工施設竣工式

(10 月29日)
大沼も ち加

工組合の新し
いもち加工施
設が完成し竣
工式が 行わ
れました。 

休日在宅当番医（見附・中之島地区） 

月日 医・病院名 電話 

内科 関谷医院 0258-61-0205 
11 月 21 日(日)

外科 寺師医院 0258-62-0137 

内科 霜鳥医院 0258-62-0579 
11 月 23 日(祝)

外科 わたなべ皮フ科 0258-62-7750 

内科 さえき内科 0258-66-8500 
11 月 28 日(日)

外科 石澤医院 0258-62-2500 

内科 見附市立病院 0258-62-2800 
12 月  5 日(日)

外科 お元気でクリニック 0258-63-3800 

内科 石川医院 0258-66-2140 
12 月 12 日(日)

外科 貝瀬皮膚科 0258-66-8100 

内科 林俊壱クリニック 0258-66-3000 
12 月 19 日(日)

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。 

●中之島産業まつり(１０月１７日) 
まつりの目玉、中之島産の新米コシヒカリ10俵で製作したジ

ャンボおにぎりの完成に大いに賑わい、集まった約2万2千人
の来場者は中之島の秋の味覚を楽しんでいました。  

●上通小れんこん堀り
(１０月 29 日) 
上通小の 5 年生が春に植
えたれんこんの収穫をし
ました。 
収穫後は、れんこん料理
をみんなで食べました。 

●人権保育園訪問
（1０月 19 日） 
みずほ保育園に人
権イメージキャラクタ
ーの「人ＫＥＮあゆみ
ちゃん」が来園。園
児たちはやさしい気
持ちや思いやる気持
ちを学びました。 

●信条小移動水族博物
館（1０月 25 日） 
寺泊水族博物館のカブトガ
ニやカクレクマノミなどを信
条小の 5,6 年生が 1 ヶ月間
飼育に挑戦しています。 


