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 刈谷田川災害復旧事業の完

了を記念して竣工式が挙行さ

れ、祈念モニュメントの除幕も行

われました。（10月26日） 

モニュメントの基礎部には、ご

応募いただいた作品の中から選

ばれた中之島地域と見附市のメ

ッセージが刻まれています。  

キズナの森ハロウィンイベント 

キズナの森運営協議会の企画

により（仮称）刈谷田川防災公園

周辺でハロウィンイベントが行わ

れました。 

夕闇に包まれる頃には、子ど

もから大人まで約500人ものハ

ロウィンの仮装をした参加者が

会場を埋め尽くし、「トリック オ

ア トリート」の合言葉が中之島と

今町の商店街に響き渡りまし

た。（10月30日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このたび秋の叙勲において堀孟さん（中之島第二）が「旭日双

光章」を受章されました。 

堀さんは昭和36年9月に堀医院を開業され、平成2年から平成

12年まで見附市南蒲原郡医師会副会長を務められました。 

旧中之島町においても昭和52年から平成20年まで学校嘱託医

を、昭和52年から平成17年まで中之島町国民健康保険運営協議

会委員を務め町民の健康保持増進などに貢献されました。 

堀さんは「地域のみなさんに支えられ開業50年を向かえました。

このたびの受章に関し、開業50年の間に多くの経験をさせていた

だいたおかげだと思っております。」と話しておりました。おめでとう

ございます。 

 

10月26日（水）早朝、中条地区で発生した火災において、早

期発見および119番通報、初期消火活動を迅速に行い、被害

を最小限にとどめた功績として長岡市消防長より近隣住民の

4名に感謝状が贈られました。 

(写真：11月5日、中之島支所にて感謝状贈呈式が行われま

した。 左から小黒義則さん、山田貞三さん、中島勝幸さん、

山﨑廣志さん。いずれも中条第一) 

▲夕方になるとモニュメ

ント周辺にキャンドルが

灯され7.13水害追悼花火

も打ち上げられました。 
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●ごみと資源物の分別方法 再確認！⑤ 

『布団』、『毛布』、『じゅうたん』の出し方について 

粗大ごみとして戸別に収集します。専用電話へ申し込んでく

ださい。 粗大ごみ専用電話（0258-25-0053） 

なお、50ｃｍ四方に切ればごみステーションに出すこともでき

ます。切らないで出されると、ごみ処理の機械が故障するので

収集できません。 

ごみステーションに出す場合の出し方 

『燃やすごみ』 

 

 

として出すことが

出来ます。 

毛 布、 

布 団 

 

必ず、50ｃｍ四方に切ってから

有料の指定袋に入れて出して

ください。 

『燃やさないごみ』 

 

 

として出すことが

出来ます。 

じゅうたん 

ブルーシート

■問い合わせ 市民生活課環境係 ℡.0258-61-2014 

 
楽しい！おいしい！元気！ 

●おやこ料理教室開催 
■日 時 12 月 10 日（土） 

   午前 9時30分～午後1時頃まで （受付9時15分～） 

■会 場 中之島公民館 

■内 容 調理実習と食育の話 

      「餅ピザ」「伊達巻き」など 

■持ち物 エプロン、三角巾 

■参加費 1 人 100 円 

■定 員  20 組 

■申し込み  12 月 2 日（金）までに下記あてにお申込みください。

■問い合わせ 市民生活課保健係 ℡.0258-61-2015 

 
●これからの中之島地域のコミュニティを考えています 

将来の中之島地域の生涯学習活動や児童の健全育成、社

会福祉活動事業を行うコミュニティ推進組織と、その活動の拠

点となるコミュニティセンターの設置を検討するため「長岡市な

かのしまコミュニティ推進準備委員会」を設置しました。各団体

等から次の 13 名が委員に委嘱され検討を行っています。 
 

◎髙野 尚一 大竹三津子 

○野上富三郎 丸山 正一 

大原 栄一 両田 俊夫 

吉田 興子 高森 精二 

清野 正弘 大竹 勝巳 

山崎 定太 小林  昇 

西沢 ムツ 13 名 

(◎委員長、○副委員長)  (みしまコミュニティセンター視察の様子) 

■問い合わせ 地域振興課教育支援係 ℡.0258-61-2011 
 

 
 
●第4回地域委員会を開催します 
■日 時  11 月 30 日（水） 午後 2 時 30 分から 

■会 場  中之島支所 3 階 大会議室 

■議 題  平成 24 年度ふるさと創生基金事業について 

■報 告  ・（仮称）刈谷田川防災公園について 

        ・各分科会経過報告について 

■問い合わせ 地域振興課地域振興・防災係 ℡.0258-61-2010 

 

●写真「中之島の宝」展示会 
中之島観光協会では、みなさまから応募された中之島の魅力

をアピールする写真展を行います。 

■日時 11 月 22 日（火）～27 日（日） 

■場所 中之島文化センター 

■問い合わせ 中之島観光協会事務局(産業建設課商工・観光

係内) ℡.0258-61-2013

 
●歩道設置工事に伴う防犯灯の消灯のお知らせ 
新潟県が行う歩道設置工事に伴う、防犯灯の移設工事が 

完了するまで防犯灯が消灯します。 

■場 所 国道 403 号 中条入口～末宝川の間 

■期 間 11月中旬から 12月下旬までの予定 

■問い合わせ 地域振興課地域振興・防災係 ℡.0258-61-2010 

中之島産業まつ

りが開催され、約

25,000人が来場し

会場は大いに賑わ

いました。  

名物のジャンボ

おにぎりの制作に

は多くの観客が見

守る中、無事完成

することができま

した。 

●中之島産業まつり（10月16日） 

● トーア株式会社が中之島中、信条小に 
和箏を寄贈（10月24日） 

●中之島中学校創立20周年式典（10月22日）

中之島中学校

が創立20周年

を向かえ生徒た

ちによる「中中

太鼓」が披露さ

れたほか記念

講演などが行

われました。  

トーア株式会社

が中之島中学校茶

華道箏部と信条小

学校の箏クラブに

和箏７面を寄贈さ

れ、長岡本店舗に

て贈呈式と小中学

生による演奏が披

露されました。

今回のテーマ
は、お正月 

です!!



                                                       No.68 平成 23 年 11 月 17 日発行 

3 

●第３９回 中之島総合体育祭結果 

■ゴルフ大会（10/1 大新潟ＣＣ 出雲崎コース）新々ペリア方式  

優勝 藤木 勝幸 準優勝 小黒 憲雄 第三位 河田 寛明 

■ゲートボール大会（10/5 信濃リバーサイドパークゲートボール場） 

優勝 池之島クラブ（上通） 準優勝 中通 第三位 穂波会 B(信条) 

敢闘賞 真桜会（真野代新田） 

■バドミントン大会（10/9 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 ロートルズネオ 第三位 ＮＢＣ

■卓球大会（10/9 中之島北体育館） 

●一般団体戦 

優勝 中之島卓球クラブＣ 準優勝 中之島卓球クラブＡ  

第三位 中之島卓球クラブＢ 

●一般男子個人戦 

 優勝 生田 実 準優勝 小林 一斗 第三位 西澤  繁、高野 純也 

●一般女子個人戦 

 優勝 星野 裕子 準優勝 棚橋 千里 第三位 大倉 えりか 

●中学生男子個人戦 

 優勝 高野 純也 準優勝 甲野藤 諒 第三位 瀧澤  敬、坂部 拓海

●中学生女子個人戦 

 優勝 竹山 優 準優勝 湯川 光伯 第三位 高橋 結衣、塩入 美紗季

■硬式テニス大会（10/9 中之島テニス場） 

●男子ダブルス 

優勝 宮内 進・渡辺 裕之 準優勝 村山 誠一・大橋 浩栄  

第三位 酒井 勝二・野口 謙一 

●女子ダブルス 

優勝加藤 真紀子・佐々木 優子 準優勝 長谷川 和子・鷹栖 律子

第三位 高野 涼子・斉藤 せい 

■バレーボール大会（10/9 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 アタック№２  

第三位 サスカッチ、ＫＥＮＳＨＩＮ 

■野球大会（10/9 中之島野球場） 

優勝 中之島分館 準優勝 上通分館 第三位 西所分館、中条分館 

■剣道大会（10/10 中之島北体育館）  

総合優勝 上通剣士会 

●団体戦 

 小学生３･４年の部 

優勝 上通剣士会Ａ 準優勝 上通剣士会Ｂ  

第三位 信条剣士会Ａ、信条剣士会 B 

 小学生５･６年の部 

優勝 上通剣士会Ａ 準優勝 上通剣友会Ｂ  

第三位 中条剣友会Ａ、剣友会中之島 

●個人戦 

小学生１･２年の部 

 優勝 伊藤 平太郎(上通) 準優勝 山崎 天舞(中条)  

第三位 福王寺 咲子(上通)、塩入 七海(上通) 

小学生３･４年の部 

優勝 福王寺 菜々子(上通) 準優勝 塩入 大陸(上通) 

 第三位 星野 佑果(信条)、田中 杏佳(信条) 

小学生５･６年の部 

 優勝 野田 生純(上通) 準優勝 石澤  翼(上通)  

第三位 高橋 知暉(上通)、伊藤 完太朗(上通) 

 中学生男子の部 

優勝 高森 祐樹 準優勝 荒尾 大輔 第三位 菅野 出帆、五十嵐 拓哉

 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、小林 咲紀

 

●第５９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 ふみっと☆モンスターズ （中学生の部） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
２位 中之島中学サッカー部    （中学生の部）
３位 中之島支所         （一般の部）  
４位 ドグドグズ         （中学生の部）
５位 男子バスケ部        （中学生の部）
６位 特別養護老人ホーム中之島男子選抜 （一般の部） 
７位 陸部女子          （女子の部）  
８位 上通Ｂ           （一般の部）  
９位 西所分館Ａ         （一般の部）  

１０位 中条分館          （一般の部）  
１１位 中之島分館          （一般の部）  
１２位 陸上×男バス         （中学生の部）
１３位 信条分館          （一般の部）  
１４位 中之島中ソフトテニスＡ     （女子の部）  
１５位 上通Ａ           （一般の部）  
１６位 アニオタＭ＠ＳＴＥＲ３０１!!   （中学生の部）
１７位 中野分館          （一般の部）  
１８位 中通分館          （一般の部） 
１９位 長岡三古福祉会ｼﾙﾊﾞｰﾀｲｶﾞｰ  （一般の部） 
２０位 ダムダムズ（中中女子バスケ部）  （女子の部） 
２１位 三沼走友会         （一般の部） 
２２位 中中バレー部Ａ       （女子の部） 
２３位 中之島中水泳部       （中学生の部） 
２４位 八八會           （一般の部） 
２５位 私達もやりまっせ!!     （中学生の部） 
２６位 長岡三古福祉会ｼﾙﾊﾞｰﾀｲｶﾞｰ混合   （一般の部） 
２７位 中之島中ソフトテニスＢ     （女子の部） 
２８位 西所分館Ｂ         （一般の部） 
２９位 中中バレー部Ｂ       （女子の部） 
３０位 インフィニティＲＫ       （女子の部） 
３１位 特別養護老人ホーム中之島男子  （一般の部） 
３２位 特別養護老人ホーム中之島女子選抜（女子の部） 
ｵｰﾌ ﾟ ﾝ くわらー'Ｓ 
 
■区間賞      （所属チーム）※印は区間新記録
第１区  渡辺 駿人   （ふみっト☆モンスターズ）
第２区   西沢 宇宙   （中条分館） 
第３区 ※原田 浩輝   （ふみっト☆モンスターズ）
第４区  高橋   凌   （ドグドグズ） 
第５区  根立 友樹   （中之島支所） 
第６区  鈴木 康弘   （上通Ｂ 
第７区   鈴木 源也   （ふみっト☆モンスターズ）
第８区  池田 巧汰   （中之島中学サッカー部） 
 
■区間賞女子の部 
第１区  鈴木 杏奈   （陸部女子） 
第２区  今井 彩香   （ダムダムズ（中中女子バスケ部））
第３区  皆川 幸恵   （陸部女子） 
第４区  土田 佳奈    （陸部女子） 
第５区  吉野 珠梨    （陸部女子） 
第６区  横山 杏奈    （中之島中ソフトテニスＡ） 
第７区  名古屋 愛    （上通Ａ） 
第８区  倉井恵里奈    （上通Ａ） 
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●紙バンド（クラフトバンド）でクリスマスコースターを作ろう 
 再生紙を使用したエコロジーな手編み紙バンド（クラフトバ

ンド）でクリスマスにオススメのコースターを作りませんか？

編むだけの簡単な手芸です。 

■日時 12 月 10 日（土）10:00～11:30 

■料金 200 円（当日受付でお支払下さい） 

5 枚のコースターをつくります。 

■会場 中之島文化センター2 階 多目的ホール BCD 

■定員 20 人（先着） 

■対象 小学生～一般（小学 3 年生以下は保護者同伴） 

■受付 12 月 8 日（木）午前 9 時 30 分から当館窓口にて 

■お問い合わせ 中之島文化センター ℡.0258-66-1310 

(8:30～17:30 月曜日は休館)

 
小国地域コミュニティ事業 

●ながおか 食育・交流フェス in おぐに 開催!! 
■日 時 12 月 11 日（日） 午前 10 時～午後 4 時 

■会 場 小国会館 長岡市小国町新町 176-1 

        ℡.0258-95-4771 

■内 容  「食育」をテーマにしたパネルディスカッションをは

じめ、小国地域や長岡市内の郷土食のバイキングや親子で

楽しめるゲーム、縁日など１日を通して楽しめ、お子さんと一

緒に食について考えることの出来るイベントです。山古志地

域からアルパカも登場予定です！ 

■参加費 大人 500 円（予定）、中学生以下無料 

■問い合わせ  MTN サポート内 おぐに・食と農を考える会 

事務局 ℡.0258-95-4790 

●要援護世帯に雪下ろし関係費用を助成します 
■助成対象世帯 高齢者、母子、障害者世帯などで次のすべて

に該当する世帯 
 ① 自力で除雪することが困難な世帯 

② 助成を受けようとする年度における世帯員全員の市民税 
が非課税の世帯  

③ 親族から労力による援助または経済的な援助が受けられ 
ない世帯 

■助成対象世帯の登録 助成を受けるには事前登録が必要で
す。地区の民生委員・児童委員を通じて、12 月 20 日(火)まで
に申請してください。 

■問い合わせ 地区の民生委員・児童委員 
市民生活課福祉係 ℡.0258-61-2015 

 

             １１  月 

17 木 米百俵号巡回  信条保育園  9：30～10：30 
           中条保育園 10：40～１１：30 

18 金 

育児サークル「ぴよぴよクラブ」 9:30～11:30 中之島公民館 
乳幼児家庭教育講座 子育て支援センター 10:00～11:30 
無料歯科検診・相談 13:３０～15:00 中之島公民館 10月号 
「ロボットのぞみ＆ヤポンスキー」ライブ 開場 18:30  開演19:00 
中之島文化センター 4ページ 

19 土  

20 日 西澤角市杯剣道大会  9:00～ 中之島北体育館  
なかのしま探検隊 9:00～12:00 10月号 

21 月 中之島文化センター・中之島地域図書館休館日 

22 火  

23 祝 
勤労感謝の日 
おやこ料理教室 10:00～12:30 中之島公民館 10月号 
大河津分水新可動堰通水式典  10:00～ 五千石地先 

24 木  
25 金  

26 土  

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

28 月 中之島文化センター・中之島地域図書館休館日 
29 火 血管若返りプログラム④ 9:00～１3:0０ 中之島公民館 10月号 

30 水 中之島地域委員会 14:30～ 中之島支所 2 ページ 
中之島地域図書館休館日 

１２ 月 

1 木 1歳6か月児健診(H22.４月.５月生) 13:00～ 中之島公民館 
3歳児健診(H20.７月.８月生) 13:00～ 中之島公民館 

2 金 
育児サークル「ぴよぴよクラブ」 9:30～11:30 中之島公民館 
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 

3 土  

4 日 第16回見附警察署長旗争奪見附・中之島少年剣道大会（中之島北
体育館） 

5 月 中之島文化センター・中之島地域図書館休館日 

6 火  

7 水  

8 木 米百俵号巡回  信条保育園  9：30～10：30 
           中条保育園 10：40～１１：30 

9 金 赤ちゃん相談(H23.5,6 月生) 9:00～  中之島公民館 

10 土 
紙バンドでクリスマスコースターを作ろう 10:00～11:30 中之島 
文化センター 4 ページ 
おやこ料理教室 9:30～13:00 中之島公民館 ２ページ 

11 日 冬の交通事故防止運動（20日まで） 

12 月 中之島文化センター・中之島地域図書館休館日 

13 火  

14 水 ウィルながおか出前相談 14:00～16:00 中之島公民館 

15 木 米百俵号巡回  上通保育園  11：00～11：40 
集団予防接種（ポリオ） 13:50～14:30 中之島公民館 

16 金 育児サークル「ぴよぴよクラブ」 9:30～11:30 中之島公民館 

17 土  

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

中之島地域の人口・世帯数 
平成 23 年 11 月 1 日現在（ ）は前月との比較 

総人口12,363人（-21）男6,066人（-4）女6,297人（-17）

世帯数 3,408世帯（-4） 

休日在宅当番医（見附・中之島地区） 

月日 医・病院名 電話 

内科 田﨑医院 0258-62-1122
11 月 20 日(日)

外科 金井医院 0258-62-0116 

内科 星野（弘）医院 0258-62-0998
11 月 23 日(祝)

外科 星整形外科医院 0258-66-8808

内科 山谷クリニック 0258-61-1388
11 月 27 日(日)

外科 中之島クリニック 0258-61-2551 

内科 見附市立病院 0258-62-2800
12 月 4 日(日)

外科 わたなべ皮フ科 0258-62-7750

内科 杏仁堂医院 0258-62-0123
12 月 11 日(日)

外科 石澤医院 0258-62-2500 

内科 さえき内科 0258-66-8500
12 月 18 日(日)

外科 お元気でクリニック 0258-63-3800 

※受付時間は各医院へお問い合わせください。 

    

●おはなしひろば 
■とき 11 月 27 日（日）  

10 時 30 分～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 秋のお話会スペシャル 
■とき 12 月 18 日（日）  

10 時 30 分～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 クリスマスのお話 クリスマス飾り作り 

■問い合わせ  中之島地域図書館 ℡.0258-61-2165 


