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上通小学校５・６年生が巨大書に挑戦！ 

 書・篆刻
てんこく

作家の柳 澤
やなぎさわ

魁
かい

秀
しゅう

さん指導のもと、児童た

ちは大きな筆に苦戦しながら２５０㎝×１１０㎝の紙に

「自分の想いのつまった大切な言葉」を漢字で見事に

書き上げました。 

その後、幻想的な音楽に合わせ、８００㎝×４００㎝

の巨大な紙に文字を書く柳澤さんのパフォーマンスが

行われました。大きな筆で力強く 

書かれる迫力に、会場は驚きと 

感動に包まれました。 

（１月１７日） 



               No95 平成 26 年 2 月 20 日発行 

2 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年４月１日から石油石炭税の税率が改正され､都市ガスの原料である天然ガスは２６０円/t が上乗せされます｡ 

これを受けて見附市では､平成２６年４月４日からガス料金を０．１７円/㎥引き上げる改定を行います｡ 

一般家庭の平均使用量(５２㎥)で計算すると、月９円(税抜き)の増額になります｡皆様のご理解とご協力をお願いします｡  

＜料金表＞   円/㎥(税抜き)  旧単価 新単価 

 適用区分 
基本料金 

(１か月につき) 

基準単位料金 

(１㎥につき) 

基準単位料金 

(１㎥につき) 

料金表Ａ ０㎥～２５㎥ ６００ ９８．００ ９８．１７

料金表Ｂ ２５㎥超～２５０㎥ ８０６ ８９．７６ ８９．９３

料金表Ｃ ２５０㎥超～ １，９６６ ８５．１２ ８５．２９

※ガス料金(請求額)＝｛基本料金＋調整単位料金(基準単位料金＋調整額)×使用量｝＋消費税  

※調整額は､液化天然ガスの輸入価格等原料価格の変動に応じて毎月変わります｡ 

■問い合わせ 見附市ガス上下水道局 ℡.0258-62-1700 

 

 
  

家族そろって 
加入しましょう 

●防犯灯消灯のお知らせ 
●平成２６年度の 

交通災害共済加入者を   新潟県の歩道設置工事に伴い、防犯灯

が消灯します。 
募集しています 

交通災害共済は、万一の交通 
■場 所 国道４０３号   事故に備えて、県内全市町村で 

行う助け合いの制度です。 中条入口～末宝川の一部区間 

■共済期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
■期 間 ３月中旬から 

（４月以降の申し込みは、その翌日からが共済期間） 
４月下旬までの予定 ■申し込み 町内会から配布された加入申込書に年会費（１人５００円）

を添えて、いずれかの方法でお申し込み下さい。 ■問い合わせ 

・町内会で取りまとめて申し込む 
    地域振興課地域振興・防災係 

・個人で金融機関に直接申し込む(ゆうちょ銀行は除く) 
              ℡.0258-61-2010 

■問い合わせ 地域振興課地域振興・防災係 ℡.0258-61-2010 

●献血にご協力を！！ ●アルコールに関する相談会 
～献血は一番身近な人助け～  「お酒をやめたいけどやめられない」「家族がひどい飲み方を

して困っている」など飲酒のことで悩んでいる本人や家族の個

別相談会です。ひとりで抱えず、相談してみませんか？ 
 血液が不足しています！ 

輸血を必要とする患者さんのためにご協力をお

願いします。 

■日  時 ３月７日（金）午後２時～ 

■会  場 長岡地域振興局健康福祉環境部(長岡保健所) 

■問い合わせ 長岡地域振興局健康福祉環境部地域保健課 ■日 時 ３月１８日(火) 

          ℡.0258-33-4931  午前９時３０分～正午 / 午後１時～３時３０分 

●あなたの健康相談室 ■会 場 中之島公民館 
 生活習慣病や子育て、こころの相談、健診結果で生活改善を

勧められた方もご利用ください。 
■内 容 全血献血（400ml・200ml）       

■持ち物 献血カード(献血手帳) ■日  時 ３月１９日（水）午前９時３０分～１１時３０分 

■問い合わせ ■会  場 中之島公民館 

■持 ち物 健康手帳（お持ちの方のみ）  市民生活課保健係  

■申し込み ３月１７日(月)まで ℡.0258-61-2015 
■問い合わせ 市民生活課保健係 ℡.0258-61-2015 
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 ●信条保育園 まゆ玉飾り 

（１月１０日）  
 信条保育園でまゆ玉飾りが行われ

ました。園児全員で、鯛や米俵などの

縁起物やお菓子をバランス良く飾りつ

けました。最後はみんなで「お米がい

っぱいとれますように」「風邪など引き

ませんように」とお願いしました。 

 
 
 
 
 
 ●信条地区 さいの神（１月１９日） ●みずほ保育園 豆まき（２月３日） 

 信条地区でさいの神が行われました。当日は朝から準備を行い、会場

では温かい甘酒などが振舞われました。五穀豊穣・無病息災を祈願し、

点火されると、またたく間に炎が高く上がり、みんなで早速竹につるした

スルメをあぶり、今年一年の健康を願いました。 

みずほ保育園で節分の豆まきが行われま

した。園児たちは「いじわる鬼」や「泣き虫鬼」

など心の中の悪い鬼と現れた赤鬼に「鬼は

～そと～」と元気いっぱい豆をまき、見事退

治しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●支所脇駐車場になかのん登場！（2月12日） 

２月１１日に中之

島支所職員有志で

なかのんの雪像を

作成！学校帰りの

子供たちも突然現

れたなかのんに大

喜びでした。 

●『映像で知る中之島』上映会(入場無料) ●～カチっとベルトパーフェクト運動～ 

  長岡市地域コミュニティ事業として、中之島に伝わる

童歌
わらべうた

や地域の行事、池
いけ

大納言
だ い な ご ん

の伝説などを紹介する上映

会を行います。 

３月はシートベルト・チャイルドシート 

着用強調月間です！ 

◆スローガン◆ 
申し込みは不要ですので直接会場へお越しください。 

 「発進は チャイルドシートの 笑顔見て」■日 時 ３月１６（日） 午後１時３０分～３時３０分 
■問い合わせ  ■会 場 中之島文化センター 文化ホール 

中之島地域交通安全対策協議会事務局  

           地域振興課 ℡.0258-61-2010 

■問い合わせ 中之島郷土史研究会  

山本 一成 ℡.0258-66-5952 
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２  月 

20 木 こころの相談会 13：30～ 中之島公民館 

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

22 土  

23 日  

24 月 中之島地域図書館特別図書整理期間（２８日まで） ４ページ 
中之島文化センター・休館日 

25 火  

26 水 １歳６か月児・３歳児健診 13：00～ 中之島公民館 

27 木 健康講演会「がんの予防と早期発見」 13：30～ 中之島文化セン
ター 

28 金  

３  月 

1 土  

2 日  

3 月 中之島文化センター・中之島地域図書館休館日 

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

5 水 米百俵号巡回 11：00～11：30 上通保育園 

6 木  

7 金 
パパママサークル 18：45～ 中之島公民館 
育児サークル「ぴよぴよクラブ」 9：30～11：30 中之島公民館 
アルコールに関する相談会 14：00～ 長岡保健所 ２ページ 

8 土  

9 日  

10 月 中之島文化センター・中之島地域図書館休館日 

11 火 

ウィルながおか出前相談室(予約制)090-4064-6017  
14：00～16：00 中之島公民館 
米百俵号巡回 9：30～10：30 中之島保育園 
米百俵号巡回 10：50～11：20 みずほ保育園 
中之島体育館休館日 

12 水  

13 木  

14 金  

15 土 「ウルトラＱ」上映会 9：30～と 13：00～ 中之島文化センター ４ペ
ージ 

16 日 「映像で知る中之島」上映会 13：30～15：30 中之島文化センタ
ー ３ページ 

17 月 育児相談日 10：00～11：30 子育て支援センター 
中之島文化センター・中之島地域図書館休館日 

18 火 献血 9：30～15：30 中之島公民館 ２ページ 

19 水 あなたの健康相談室 9：30～11：30 中之島公民館 ２ページ 

20 木  

21 金 春分の日 

中之島地域の人口・世帯数 
平成 26 年 2月 1日現在（ ）は前月との比較 

総人口 12,125人（-32）男 5,944人（-10）女 6,181人（-22）

世帯数 3,496世帯（+2） 

休日在宅当番医（見附・中之島地区） 

月日 医・病院名 電話 

内科 杏仁堂医院 0258-62-0123
２月２３日(日)

外科 貝瀬皮膚科 0258-66-8100

内科 さえき内科 0258-66-8500
３月 ２日(日)

外科 見附南医院 0258-63-4477

内科 関谷医院 0258-61-0205
３月 ９日(日)

外科 寺師医院 0258-62-0137

内科 石川医院 0258-66-2140
３月１６日(日)

外科 金井医院 0258-62-0116

内科 林俊壱ｸﾘﾆｯｸ 0258-66-3000
３月２１日（金)

外科 星整形外科医院 0258-66-8808

内科 なかじま医院 0256-45-7777
３月２３日(日)

外科 中之島ｸﾘﾆｯｸ 0258-61-2551

※受付時間は各医院へお問い合わせください。 

●特別図書整理期間のため２月２４日(月)～ 

２８日(金)まで図書館は休館になります。 

●おはなしひろば 

■日 時 ３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、工作 

■問い合わせ 中之島地域図書館 ℡.0258-61-2165 

●昔懐かし空想特撮番組「ウルトラＱ」上映会 

昭和４１年に初めて登場し、後のウルトラマンシリー

ズを牽引することになった番組のＤＶＤ上映会を行いま

す。昨年は第１巻のみの上映でしたが今回は第１巻・第

２巻上映！各定員４０名です！ 

■日 時 ３月１５日（土） 

       第１巻 開場 午前９時３０分 

上映 午前１０時～１１時４５分 

       第２巻 開場 午後１時 

上映 午後１時３０分～３時１５分 

■会 場 中之島文化センター２階 視聴覚室 

■問い合わせ 中之島文化センター 

                  ℡.0258-66-1310 

 
 
 塀の改築と耐震補強工事のため、臨時休館していました大竹邸記念館の 
工事が終わり、見学ができるようになりました。 
 毎月第１・３金曜日と第２日曜日に開館しています。ぜひお越しください。 

■問い合わせ 産業建設課商工観光係 ℡.0258-61-2013 

●きれいになった大竹邸記念館へお越しください 


