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■無料市民観覧席を設置します。
３６０年以上の歴史を持つ大凧合戦。畳１０枚ほどの大きさの大凧が空いっぱ
いに空中戦を繰り広げます。市民観覧席（約５０席）はすべて自由席です。どうぞ
お気軽にご利用下さい。
■市民観覧席設置場所
刈谷田川猫興野橋上流左岸堤防
■駐車場
中之島文化センター、中之島支所、
中之島公民館
■無料シャトルバス
中之島文化センター⇔猫興野橋付近
（13：00～17：00 約１５分間隔で運行）
■問い合わせ
・大凧合戦について
産業建設課商工観光係
℡.0258-61-2013
・市民観覧席について
地域振興課地域振興・防災係
℡.0258-61-2010

●第２回中之島地域委員会を開催します

●第１回中之島地域委員会の概要について
■開催日 ４月１９日（金）
■会 場 中之島支所３階 大会議室
■議 題 正・副委員長の互選について
■報 告 長岡市なかのしまコミュニティ推進準備委員会検討結果
について
■会議の主な内容
・中之島地域委員会委員長に髙野輝夫委員、副委員長に本名浩利
委員を選任。
・「平成２４年度長岡市なかのしまコミュニティ推進準備委員会検討結
果報告書」に基づき事務局から説明。

■開催日 ５月３０日（木）午後４時～
■会 場 中之島支所３階 大会議室
■議 題 ・長岡市地域コミュニティ事業補助
金について
＜会議を傍聴してみませんか＞
中之島地域のまちづくりを推進するため
の会議です。傍聴を希望される方は、お気
軽にお問い合わせください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■問い合わせ 地域振興課地域振興・防災係 ℡.0258-61-2010

7.13 水害の経験を踏まえ、中之島地域全域で豪雨災害を想定した防災訓練を
実施します。みんなで防災訓練に参加しましょう。
８時３０分 避難準備情報発表
９時００分 避難勧告の発令（サイレン吹鳴） 集団避難行動
※「避難準備情報」と「避難勧告」の訓練放送を防災行政無線（同報系）屋外
拡声子局とＦＭながおか(80.7MHz)で行います。
■問い合わせ 地域振興課地域振興・防災係 ℡.0258-61-2010
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▲昨年の炊き出し訓練の様子
（西所連合自主防災会）
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●計量器（はかり）の定期検査を実施します。
取引や証明に使用する計量器は、計量法による定期検査を２年に１回受けなければなりません。今年度は中之島地域が
対象です。
■日 時 ６月２０日（木）午前１０時～正午 ・ 午後１時～３時３０分
■会 場 中之島公民館 多目的ホール
■持参するもの 検査対象の計量器、検査手数料
※検査対象の計量器を所有する事業所に事前調査書を送付しました。５月中旬までに届かない場合はご連絡ください。
■問い合わせ 中之島支所産業建設課商工観光係 ℡.0258-61-2013 工業振興課 ℡.0258-39-2222

●コーラスセミナー受講生募集！６月７日（金）開講
１２月８日(日)に長岡リリックホールで開催される「コーラス
フェスティバル」で一緒に歌ってみませんか？
■日 時 ６月～１１月（８月は除く）月２回（金曜日）計９回
午後７時３０分～９時
■会 場 中之島文化センター 文化ホール
■申し込み ６月３日（月）まで
■問い合わせ
地域振興課教育支援係
℡.0258-61-2011
Fax.0258-66-2238

●中之島地域成人式の
実行委員を募集します！
中之島地域では、８月１５日（木）
に中之島文化センターで成人式を
開催します。大人への旅立ちと感謝
の気持ちを自分たちの手で演出して
みませんか？
■対 象 中之島地域に住所を有する方及び中之島地域
出身（中之島中学校卒業生等）の新成人の方（平成４年
４月２日～平成５年４月１日生まれ）
■内 容 中之島地域成人式の企画や運営など
■募集人員 １０名程度 ※男女は問いません。
■申し込み ５月３１日（金）まで
■問い合わせ 地域振興課教育支援係
℡.0258-61-2011 Fax.0258-66-2238
E-mail.nknsm-chiiki@city.nagaoka.lg.jp

●育児講座に参加しませんか？
お子さんの水遊びなどの事故から命を守るために救急法
の講習を受けてみませんか？
■日 時 ６月２１日（金）
午前１０時３０分～１１時３０分
■会 場 みずほ保育園 ホール
■内 容 AED の使用方法、心肺そ生法や熱中症対応など
■講 師 与板消防署署員
■申し込み ６月１７日（月）まで
■問い合わせ 子育て支援センター
（みずほ保育園内） ℡.0258-61-4100

●参議院議員通常選挙（任期満了日は７月２８日）
期日前投票所の投票立会人を募集します！
市民のみなさんから政治や選挙に対する関心を高めて
もらい、また、選挙をもっと身近なものに感じてもらえるよ
う、期日前投票所の立会人を募集します。
■内 容 期日前投票が公正に行われるように、投票手続
き全般の立会い
■募集人員 各期日前投票所１日につき２人（申込者多数
の場合は抽選で決定）
■期 日 期日前投票期間（投票日前日までの１６日間）の
うち希望する日（複数日可）※投票日が未定のため、申し
込み後に希望日の調査を行います。
■時 間 午前８時３０分～午後８時
■会 場 市内１３ヶ所の期日前投票所(アオーレ長岡、市
民防災センター、ハイブ長岡及び各支所期日前投票所)
■対 象 長岡市の選挙人名簿に登録されている人で、特
定の候補者に直接関係のない人
■報 酬 １日 9,500 円（食費、交通費は自己負担）
※所得税を源泉徴収し、口座に振り込みます。
■申し込み ６月１７日（月）までに、所定の申込書に記入
の上、各支所地域振興課又は選挙管理委員会へ提出し
てください。（郵送、FAX、メール可）
※申込書は、市のホームページ、各支所地域振興課、選挙
管理委員会にあります。
■その他 申込者全員に結果をお知らせします。
■問い合わせ
中之島支所地域振興課総務係
℡.0258-61-2010 Fax.0258-66-2238
選挙管理委員会
℡.0258-39-2241 Fax.0258-39-2277

●普通救命講習会に参加しませんか？
大切な人の命を救うために、心肺そ生法やＡＥＤ（自動体外
式除細動器）の使用方法の講習を行います。ＰＴＡや地域の
方などを誘って参加しませんか？講習修了者に「普通救命
講習修了証」をお渡しします。
■日 時 ７月７日（日）午前９時３０分～１２時３０分
■会 場 中之島文化センター
■定 員 ５０人（先着）
■申し込み ５月２０日（月）～前日まで
■問い合わせ 与板消防署救急係
℡.0258-72-2572

●介護研修会・交流会に参加しませんか？
日ごろの介護疲れを癒し、リフレッシュしませんか？
在宅で介護を行っている方、介護に関心のある方ならどな
たでも参加できます。
■日 時 ６月２７日（木）午前９時３０分～１１時
■会 場 老人憩いの家「はすはな荘」
■内 容 リフレッシュ体操と介護グッズの紹介
■定 員 １６名（先着）
■申し込み ６月１０日（月）まで
■問い合わせ 市民生活課福祉係 ℡.0258-61-2015
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●運動講座 『動く生活 始めよう！』
生活習慣病予防には継続した運動が大切です。有酸素運動、
ストレッチ、筋肉トレーニングを体験してみませんか！
■日 時 ６月２７日（木）午後１時３０分～３時
■会 場 中之島体育館
■講 師 健康運動指導士 川本朝子氏
■持 ち物 運動のできる服装、室内用運動靴、飲料水など
■申し込み ６月２１日（金）まで

総合健康診査（半日ミニドック）申し込み
受付中！～定員１００人お早めに～
■日 時 ７月２日（火）・３日（水）
■会 場 中之島公民館
※対象者、料金、内容等は「長岡市健康カレンダ
ー」をご覧いただくか、お問い合わせください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■問い合わせ 市民生活課保健係 ℡.0258-61-2015

●交通安全パレード（４月１４日）
●地域の交通安全守ります(４月５日)

▲春の全国交通安全運動の一環として交通安全パレードが行われました。パト
カーを先頭に１４台もの大型バイクが見附市役所から中之島支所までパレード
し、交通安全を呼びかけました。閉会式後は記念撮影も行われ、多くの市民で賑
わいました。
▲交通指導員の大倉徳男さん（下沼新田）、田中
勇吉さん（大口）、小野敦巳さん（中野東）に中之
島支所長より任命書が交付されました。交通安
全指導よろしくお願いします。

●新一年生を対象に交通安全教室
（４月１８日）

●中条日枝神社春季祭礼
（４月１５日）

W日枝神社の御神体を奉
った御神輿がほら貝や太鼓
とともに、古式ゆかしく中之
島中条地区を巡行する祭礼
が行われました。ユーモラ
スな２匹の白狐が巡行行列
を先導するかのように集落
内を巡り、沿道を盛り上げて
いました。
W中之島地域３校の新一年生が信条小学校に集まり交通安全教室が行われました。キャラクターに
扮した婦人警官や、腹話術人形のけんちゃんから、横断歩道の渡り方などの交通ルールを学びまし
た。みんな交通ルールを守ろうね！！

●歴代凧合戦ポスター展
■日 時 ５月１５日（水）～６月１１日（火）
■会 場 中之島文化センター １階 ロビー

●児童六角凧イラスト展
■日 時 ５月１４日（火）～６月９日（日）
■内 容 六角たこにイラストを描いて図書館に持ってく ●おはなしひろば
ると景品がもらえます。(六角たこは図書館にあります。) ■日 時 ５月２６日（日） 午前１０時３０分～１１時３０分
■対 象 園児から小学生まで
■会 場 中之島文化センター ２階 和室
■内
容 季節のお話と工作
●凧絵付け見学会
ミニ・エコブックス
●
■日 時 ５月１９日（日）午後２時～３時３０分
■日 時 毎月第２日曜日 午前１１時３０分～午後３時３０分
■会 場 中之島公民館第１分館
■会 場 中之島文化センター １階 ロビー
■集合場所 中之島公民館入り口 ■定 員 ２０名
■申し込み 前日まで
■内 容 図書館で不要になった本・雑誌をお譲りします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■問い合わせ 中之島地域図書館 ℡.0258-61-2165
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５

16
17
18
19

木
金
土
日

20 月

月

子育てサークル「ぴよぴよクラブ」 9：30～11：30 中之島公民館

凧絵付け見学会 X３ページ
育児相談 10：00～11：30 子育て支援センター
中之島地域図書館・中之島文化センター休館日

21 火
22 水
23 木

こころの講演会「ストレスに負けないこころ」 13:30～15:00 中之
島文化センター

24
25
26
27
28

おはなしひろば X３ページ

金
土
日
月
火

'Amor ＆ Smile' Tour」

中之島地域図書館・中之島文化センター休館日

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

30 木

米百俵号巡回 上通保育園 11：00～11：30
第２回中之島地域委員会 X１ページ

31 金

中之島地域図書館休館日

６

月

1 土
2 日

今町・中之島大凧合戦 X１ページ

3 月

今町・中之島大凧合戦 X１ページ
中之島地域図書館・中之島文化センター休館日

今町・中之島大凧合戦 X１ページ

4 火
5 水

7 金
8 土
9 日
10 月
11 火
12
13
14
15
16
17
18
19

水
木
金
土
日
月
火
水

20 木

■日 時 ６月２０日（木）
・９時３０分～上映時間約６０分
「三遊亭小遊三」
・１０時４０分～上映時間約５０分
「桂 米朝」
・１３時３０分～上映時間約７０分
「三遊亭楽太郎」（現圓楽）
■定 員 各回６０名
■会 場 中之島文化センター ２階視聴覚室
■申し込み 不要
●「渡辺真知子コンサート 2013 35th Anniversary

29 水

6 木

●「落語 DVD 上映会」（無料です！！）

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
子育てサークル「ぴよぴよクラブ」 9：30～11：30 中之島公民館
コーラスセミナー開講 X２ページ

１９７７年「迷い道」でデビューし、
「かもめが翔んだ日」「唇よ、熱く
君を語れ」「ブルー」などの日本の
ポップス・シーンに残る数々のヒ
ット曲をシンガーソングライターと
して世に送り出す。パワフルな歌
唱は現在もそのままに、中之島文
化センターに登場！！
■日 時 ９月１４日（土）
開場１７時３０分
開演１８時
■定 員 ５００名
■会 場 中之島文化センター
文化ホール
■料 金 全席指定
【前売】４，８００円/ペア９，０００円
【当日】５，０００円（当日はペア発売はありません）
■前 売 ６月２２日（土）
【窓口販売】１０時～ 【電話予約】１３時３０分～
■注意事項 未就学児入場不可

ミニ・エコブックス X３ページ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

中之島地域図書館・中之島文化センター休館日

■問い合わせ
中之島文化センター ℡.0258-66-1310 （月曜日は休館）

ウィルながおか出前相談室（要予約：℡090-4064-6017）
14：00～16：00 中之島公民館
あなたの健康相談（要予約：市民生活課保健係℡61-2015）
9：30～11：30 中之島公民館
中之島体育館休館日
1 歳 6 か月児・3 歳児健診 13：00～中之島公民館

休日在宅当番医（見附・中之島地区）
月日
医・病院名
電話
内科
石川医院
0258-66-2140
５月１９日（日）
外科
寺師医院
0258-62-0137
内科
霜鳥医院
0258-62-0579
５月２６日（日）
外科
金井医院
0258-62-0116
内科
林俊壱クリニック
0258-66-3000
６月 ２日（日）
外科
星整形外科医院
0258-66-8808
内科
なかじま医院
0256-45-7777
６月 ９日（日）
外科
中之島クリニック
0258-61-2551
内科
内島医院
0258-66-2446
６月１６日（日）
外科
わたなべ皮フ科
0258-62-7750
内科
田﨑医院
0258-62-1122
６月２３日（日）
外科
石澤医院
0258-62-2500

中之島地域防災訓練 X１ページ
中之島地域図書館・中之島文化センター休館日

計量器の定期検査 X２ページ
落語 DVD 上映会 X４ページ

●中之島地域の番組が放送されます！
中之島郷土史研究会の活動と「義民 大竹与茂七物
語」が１１チャンネル(ケーブルテレビＮＣＴ)で放送されま
す。ぜひご覧ください。
■日 時 ５月２５日（土）午前１０時～１０時４５分
■問い合わせ 地域振興課地域振興・防災係
℡.0258-61-2010

※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 25 年 5 月 1 日現在（

）は前月との比較

総人口 12,227 人（-9）男 5,985 人（-1）女 6,242 人（-8）
世帯数 3,475 世帯（3）
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