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〔献花台の設置〕 

■設置期間 ７月１２日（金）正午から午後６時 

         ７月１３日（土）午前９時から午後６時 

■設置場所 ‘04（ﾗﾌﾞﾌｫｰ）中之島記念公園【右図参照】 

※悪天候の場合は、中之島支所正面駐車場 

〔黙とう式〕 

■日 時  ７月１３日（土）午後０時５２分 

（平成１６年７月１３日堤防決壊時刻）から１分間 

※同時刻から１５秒間中之島支所のサイレンを吹鳴
すいめい

します。 

火災出動、水防体制と誤認のないよう、ご承知おきください。 

■会 場  献花台設置場所と同じ 

※献花台は、天候を考慮し設置します。 

※‘04中之島記念公園で黙とうを実施する場合、会場及び会場周辺に駐車

スペースはありません。車でお越しの方は、中之島支所または中之島公民

館駐車場をご利用ください。 

■問い合わせ  地域振興課地域振興・防災係 ℡.0258-61-2010 

▲昨年のようす 

▲献花台設置場所周辺図 

 
                                   

■問い合わせ  
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の概要に
ついて（報告） 

■開催日 ５月３０日（木） 

■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 

■会議の主な内容 
  中之島郷土史研究会の「語りつぎたい

中之島」事業に長岡市地域コミュニティ事
業補助金を交付することに決定 

 夏まつり当日のボランティアを募集します！ 
夏まつりを一緒に盛り上げましょう！ 

■内 容 ・夏まつり当日の運営スタッフ 
       ・神輿の担ぎ手 
       ・大民踊流しの踊り手 

  ■申し込み 班内回覧にご記入ください。 
  ■問い合わせ  

中之島夏まつり事業実行委員会 
（地域振興課内） ℡.0258-61-2010 

 
 
 

※みなさまからのご協賛をお待ちしております。 
＜協賛金振込み先＞ 

 
 ○郵便局  （口座番号）００５８０－１－７６６９ 

○JA にいがた南蒲 中之島支店 普通預金 ０２２３６１８ 

○新潟縣信用組合 中之島支店 普通預金 ００２０３２２ 

●ペット用おむつ・シートも週３回収集
します 
『生ごみの収集日』にも出すことができま
す。必ず燃やすごみ用指定袋（黄色）を使
い、紙おむつの絵を丸で囲んで出してくだ
さい。  

■問い合わせ 市民生活課環境係  
           ℡.0258-61-2014 

○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 
名義人住所  長岡市中之島７８８番地 
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●平成２５年度新潟県警察官募集  
新潟県警察では、平成２６年４月採用予定の男性・女性警

察官を募集します。 

■募集職種 警察官 A（大学卒業または見込みの人） 

警察官 B（A 以外の人） 

■試験日 第１次試験 ９月２２日（日） 

■申し込み ７月５日（金）～８月１５日（木） 

 *受験案内は、見附警察署、交番、駐在所で配布します。 

■問い合わせ 見附警察署 ℡0258-63-0110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 

 

●信濃川クリーン作戦参加者募集 
信濃川を渡る風を受けながら、さわやかな汗を流しませ

んか？大勢の方の参加をお待ちしております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■日 時 ６月３０日（日）午前６時～７時（小雨決行） 

■場 所 信濃川右岸堤防 

（島田地内から中条新田地内まで８区間に分け

て行います） 

■申し込み ６月２５日(火)まで 

*申し込み受付後、集合場所などを連絡します。 

■問い合わせ 産業建設課土木施設係 ℡.0258-61-2012 

●普通救命講習会に参加してみませんか？ 
 小児、乳児、新生児の応急手当について学びます。受講さ

れた方には、受講証が交付されます。 

■日 時 ６月３０日（日） 午前９時～正午 

■場 所 中之島公民館 

■申し込み ６月２７日（木）まで（定員２０名） 

■問い合わせ 長岡市赤十字奉仕団中之島分団  

（市民生活課福祉係内） ℡.0258-61-2015 

●支所前花壇の花植え（5 月 22 日） 

●水道の洗管作業を行います

 次の日程で水道管の洗管作業を行います。なお、作業
中は水道の出が悪くなったり、水道水が濁ったりすること
がありますので、ご使用の際は十分に注意してください。
詳しい内容は班内回覧でお知らせします。 
■実施日 ６月２８日（金）～７月１日（月） 

（２８日は夜間作業になります。） 
■問い合わせ 見附市中央ガス供給所   
           ℡.0258-62-0924    

●木造住宅の耐震診断費・耐震改修費助成 
〔耐震診断〕 

■対象住宅 次のすべてを満たす住宅 

 ①昭和５６年５月３１日以前に建築した一戸建て住宅 

 ②壁、柱、床、屋根など主要構造の大部分が木造 

 ③現に住宅として利用（併用住宅を含むが、住宅部分が 

  1/2 以上を占めるもの） 

 ④過去に耐震診断費の助成を受けていない 

当初必要な

診断費用 
市の助成額 

自己負

担額 
延べ面積 

７０㎡以下 ７万円 ６万円 

７０㎡～１７５㎡以下 ８万円 ７万円 

１７５㎡超 １０万円 ９万円 

１万円

 ◎診断費は当初、床面積により７万円～１０万円が必要ですが、市

の助成額を引くと、自己負担額は１万円となります。 

■申し込み １１月２９日（金）まで 

（診断完了は来年の１月２０日（月）まで） 

〔耐震改修〕 

■対象住宅 次のすべてを満たす住宅 

 ①昭和５６年５月３１日以前に建築した一戸建て住宅 

 ②壁、柱、床、屋根など主要構造の大部分が木造 

 ③耐震診断で、総合評点が 1.0 未満（倒壊する危険性が

ある）と判定 

■助成額 対象工事により異なります。詳しくはお問い合わ

せください。 

■問い合わせ いずれも事前に 都市開発課 

          ℡.0258-39-2226 

●中之島大学開講（5 月 22 日） 

中之島大学の開講式が行われ、７８名の受講生たちは早速各講座
を楽しみました。 

 水墨画の講座では、先
生の筆使いを熱心に見入
っていました。さすが先
生！ 

▲中之島第七有志の会の皆さんが、支所前か
ら交番前の花壇に芝桜を植えました。来年の春
には白とピンクの花が支所前交差点を彩りま
す。 

健康体操の講座では、  
足首を回したり、全身のスト
レッチで日ごろの疲れを解
消しました。 
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●今町・中之島大凧合戦（6 月 1・2・3 日） 

  

全日晴天に恵まれ、たくさんの六角凧が空高く揚がり大迫力の空中戦

が行われました。３日には中之島中央小学校５年生と今町小学校５年生

の凧揚げ交流会、中之島中学校１年生の地絡
じ が ら

め体験が行われました。 

 中之島中央小学校５年生は、手
作りの凧を手に、元気よく堤防を走
り、空高く凧を揚げました。 

力を合わせて全力疾走！中之島中

学校1 年生の地絡
じ が ら

め体験

  

●各種健診(検診)を受けましょう 

１．特定健診・後期高齢者健診 ※申込不要 

健診実施日 会   場 

９日（火） 

１０日（水） 

１１日（木） 

中之島公民館〔午前・午後〕 

１２日（金） 北体育館〔午前〕 

２６日（金） 上通小学校〔午前・午後〕 

２９日（月） 信条小学校〔午前〕 

７月 

３０日（火） 中之島公民館〔午前〕 

■持ち物 ・健康診査個人記録票（郵送済み） 
・受診券（社保扶養の方） 
・健康保険証 ・健康手帳 

■受付時間  午前９時３０分～１１時 
午後１時～２時３０分 

●無 料 歯 科 健 診 ・相 談  
 目 指 せ！親 子 でキレイな歯  

 歯の疑問や悩みに歯科医師・歯科衛生士がお答えします。
大切な歯を虫歯菌から守りましょう！ 
■日 時 ７月５日 (金) 午前１０時～１１時３０分 
  ※健診を希望される方は午前１０時３０分 
   までにお越しください。 
■会 場 中之島公民館 
■対 象 未就学児（乳児も可）の親子 
■内 容 歯の健診及び虫歯予防についての話 
■申し込み 不要 ※直接会場へお越しください。 

●あなたの健康 相談 

 生活習慣病、子育て、こころ、栄養等の相談に保健師と 
管理栄養士が個別にお答えします。 

■日 時  ７月１９日（金） 

        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 ７月１６日（火）まで 

２．結核・肺がん検診（胸部エックス線検査）※申込不要 

対 象 検診実施日・会場 

４０歳以上 特定健診と同日、同会場で行います。 

■持ち物 ・結核・肺がん検診票(郵送済み) 

３．大腸がん・乳がん・子宮頸がん検診の無料クーポン券

のお知らせ 

※下記の対象者に無料クーポン券が発行されています。指定

の医療機関や集団検診で受診の際にご利用ください。 

検診名 
対象

年齢
生年月日 

４０歳 昭和４７年４月２日～昭和４８年４月１日

４５歳 昭和４２年４月２日～昭和４３年４月１日

５０歳 昭和３７年４月２日～昭和３８年４月１日

５５歳 昭和３２年４月２日～昭和３３年４月１日

大腸がん検診

乳がん検診 

 

６０歳 昭和２７年４月２日～昭和２８年４月１日

２０歳 平成 ４年４月２日～平成 ５年４月１日

２５歳 昭和６２年４月２日～昭和６３年４月１日

３０歳 昭和５７年４月２日～昭和５８年４月１日

３５歳 昭和５２年４月２日～昭和５３年４月１日

子宮頸がん検診

 

４０歳 昭和４７年４月２日～昭和４８年４月１日

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■問い合わせ 市民生活課保健係 ℡.0258-61-2015 

 

 

月 日 地区名 会 場 月 日 地区名 会 場 

７月３日（水） 三沼 公民館三沼分館 

平成２６年４月の「中之島
コミュニティセンター｣開設に
向けた住民説明会を開催し
ます。 
■時間 各会場共午後７時～ 
        （概ね１時間程度） 
■問い合わせ 
 地域振興課教育支援係 
 ℡.0258-61-2011 

７月１０日（水） 中通 公民館中通分館 

７月４日（木） 西所 公民館西所分館 ７月１６日（火） 中条 公民館中条分館 

７月８日（月） 中之島 中之島公民館 ７月１７日（水） 中野 公民館中野分館 

７月９日（火） 上通 公民館上通分館 ７月１８日（木） 信条 中条新田大字事務所
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●第２６回中之島連盟杯争奪ゲートボール大会 
■日 時 ５月１７日（金） 
■会 場 信濃リバーサイドパークゲートボール場 
■結 果 優勝：三西チーム（三沼・西所） 
       準優勝：真桜会（真野代新田） 
       第三位：池之島クラブ（池之島） 

弥生第一（中之島） 

●第２６回中之島地区春季ゴルフ大会 
■日 時 ５月２５日（土） 

             ６ 月 

20 木  

21 金 
子育てサークル「ぴよぴよクラブ」 9：30～11：30 中之島公民館 

パパママサークル 18：45～ 中之島公民館  

22 土 渡辺真知子コンサート 2013 チケット前売り開始 10：00～ 

23 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 

第16回中之島男女混合バレーボール大会 9：00～ 中之島体育

館 

24 月 
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 

25 火  

■会 場 大新潟カントリークラブ 三条コース 26 水  

27 木 
介護研修会・交流会 9：30～11：00 老人憩いの家「はすはな荘」

運動講座「動く生活始めよう」 13：30～15：00 中之島体育館 

28 金 赤ちゃん相談 9：00～ 中之島公民館 

29 土  

■競技方法 新々ペリア 
■結 果 優勝：梅沢 幸一、準優勝：小林 光弘 
       第三位：西脇 昭市 

 
 日 

信濃川クリーン作戦 6：00～7：00 信濃川右岸堤防 ▶2 ページ 

普通救命講習会 9：00～12：00 中之島公民館 ▶2 ページ 30 
中之島地域図書館休館日 ●手縫いでシュシュ作り 

７ 月 

1 
 手縫いでシュシュを作りませんか？ 

月 手芸が苦手でも大丈夫です♪ 中之島地域図書館・中之島文化センター休館日 

2 火  

3 水 
住民説明会 19：00～ 三沼分館 ▶3 ページ 

米百表号巡回 信条保育園 9：30～10：30 

          中条保育園 10：40～11：30           

4 木 
住民説明会 19：00～ 西所分館 ▶3 ページ 

米百表号巡回 上通保育園 11：00～11：30 

5 金 
子育てサークル「ぴよぴよクラブ」 9：30～11：30 中之島公民館 

無料歯科健診・相談 10：00～11：30 中之島公民館 ▶3 ページ 

6 土  

7 日 

手ぶらでお越しください。 
■日 時 ７月２０日（土） 

午前１０時～正午 
■会 場 ２階 多目的ホール BCD 
■対 象 小学３年生以上の方 

（小学１・２年生は保護者同伴） 
■料 金 ３００円 
■申し込み ７月１３日（土）午前９時～（先着２０名） 

第 28 回中之島硬式テニス大会 8：30～ 中之島テニス場 ●夏休み工作 スイーツ消しゴム作り 

8 月 
住民説明会 19：00～ 中之島公民館 ▶3 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 

9 火 

住民説明会 19：00～ 上通分館 ▶3 ページ 
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 
特定健診・後期高齢者健診 午前・午後 中之島公民館▶3 ページ
中之島体育館休館日 

10 

かわいいドーナツの消しゴムを作りませんか？ 
■日 時 ７月３０日（火） 

午前１０時～正午 
■会 場 ２階 多目的ホール BCD 
■対 象 小学生 
■料 金 ５００円 
■申し込み ７月１３日（土）午前９時～ 

（先着２０名） 水 

住民説明会 19：00～ 中通分館 ▶3 ページ 

米百表号巡回 中之島保育園 9：30～10：30 

          みずほ保育園 10：50～11：20  

特定健診・後期高齢者健診 午前・午後 中之島公民館▶3 ページ  

11 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■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 

木 特定健診・後期高齢者健診 午前・午後 中之島公民館▶3 ページ

12 金 特定健診・後期高齢者健診 午前 北体育館▶3 ページ 

中之島地域の人口・世帯数 
平成 25 年 6 月 1日現在（ ）は前月との比較 

総人口 12,201人（-26）男  5,967人（-18）女  6,234人（-8）

世帯数 3,474世帯（-1） 

 

●おはなしひろば 
■日 時 ６月２３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 季節のお話 七夕飾り作り 
■問い合わせ  中之島地域図書館 ℡.0258-61-2165 

毎年６月は「食育月間」です。３食きちんと食べる、バ
ランスの良い食事を摂る、家族そろって食卓を囲むな
ど、“食”の大切さや楽しさを見直してみませんか。 

13 土 7.13 水害献花・黙とう式 ‘０４中之島記念公園▶1 ページ 
休日在宅当番医（見附・中之島地区） 

14 日  

15 祝  

16 火 住民説明会 19：00～ 中条分館 ▶3 ページ 
中之島地域図書館休館日 

17 水 住民説明会 19：00～ 中野分館 ▶3 ページ 

18 木 住民説明会 19：00～ 中条新田大字事務所 ▶3 ページ 

月日 医・病院名 電話 

内科 山谷クリニック 0258-61-1388 
６月３０日(日)

外科 お元気でクリニック 0258-63-3800 

内科 星野医院 0258-62-0998 
７月 ７日(日)

外科 貝瀬皮膚科 0258-66-8100 

内科 杏仁堂医院 0258-62-0123 
７月１４日(日)

外科 中之島クリニック 0258-61-2551 

内科 さえき内科 0258-66-8500 
７月１５日(月)

外科 寺師医院 0258-62-0137 

内科 関谷医院 0258-61-0205 
７月２１日(日)

外科 金井医院 0258-62-0116 

※受付時間は各医院へお問い合わせください。 


