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中之島中央小学校６年生の大凧完成！！ 

「人のために 今の自分に＋
プラス

１
ワン

」の学年目標と中之島地域マスコットキャラクター

「なかのん」をデザインした卒業制作の凧が２月末に完成しました。地元凧組合の方

から指導を受け毎日休み時間を使って絵付けを進めてきた畳約八枚分の大凧に、

青空をイメージした卒業生７５人全員の手形を押して完成！この大凧は６月の大凧

合戦に凧組合の方々によって揚げられます。青空高く揚がる「あおぞら学年」の大凧

が今から楽しみですね♪ 

●故・久保悌二氏「旭日
きょくじつ

単光
たんこう

章
しょう

」を受章 
  このたび、故・久保悌

二さん（長呂）が旭日

単光章を受章されまし

た。久保さんは、１２年

にわたり中之島町議会

議員としてご活躍さ

れ、地域自治の振興に

貢献されました。 

２月２０日(木)に中之島

支所長よりご遺族に勲

章が伝達されました。 

●中之島中学校卒業証書授与式（３月７日） 
 中之島中学校で卒業証書授与式が挙行されました。 
１１０名（男子５５名、女子５５名）の新たな門出を迎えた卒業
生たちは、卒業記念合唱で「証（あかし）」という曲を３年間の
想いを胸に歌い上げ、感極まり涙する姿も見られました。 
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●長岡中央綜合病院 副院長 富所隆先生の講演会が行われました 

●がん検診（集団検診）の受診申し込みが始まります！！ 
４月１１日（金）から、各種がん検診の申し込み受付を開始します。詳しくは、「長岡市健康カレンダー」（４月配布予定）

をご覧ください。会場はいずれも「中之島コミュニティセンター(旧中之島公民館)」です。 

■胃がん・大腸がん検診  

対 象 健診実施日 

４０歳以上 

５月 
１５日(木)、１６日(金)、 

１７日(土) 
午前 

９月 ３０日(火) 

１０月 １日(水) 

■子宮頸がん・乳がん検診 (女性のみ) 

対 象 健診実施日 

子宮頸がん(２０歳以上） 

乳 が ん (４０歳以上） 

※両検診とも原則２年に１回 

６月５日(木) 

午前 ９月２７日(土) 

１０月３０日(木) 

■問い合わせ 市民生活課保健係 ℡.0258-61-2015 

２月２７日（木）に中之島文化センター

で「がんの予防と早期発見」と題した講

演会が行われ、募集人員を超える１２０

人余りの人が参加されました。講演の

中で、がんの治療には、早期発見・早

期治療が最も大切である。そのために

もがん検診は重要であり、大切な命を

守るためにもがん検診は必ず受けまし

ょう！家族や友達を誘って検診へ！と

話されていました。 

 

 

 

 

 

●春の全国交通安全運動  
■実施期間 ４月６日（日）～１５日（火） 
■交通事故死ゼロを目指す日  ４月１０日（木）  
■スローガン  

『春風に のせよう マナーと 思いやり』 

◆運動の重点◆ 

○子どもと高齢者の交通事故防止 

○自転車の安全利用の推進 

○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの

正しい着用の徹底 

○飲酒運転の根絶 

○横断歩行者の保護 

■問い合わせ 

中之島地域交通安全対策協議会事務局 

地域振興課地域振興・防災係 

℡.0258-61-2010 

●春の火災予防運動 
■実施期間 ４月１日（火）～７日（月） 
■全国統一標語 『消すまでは 心の警報 ＯＮのまま』 

春先は空気が乾燥し火災が発生しやすい季節です！ 

■火災を起こさないための３つの対策 

・たばこの吸殻は確実に消す。 

・コンロを使用しているときはその場を離れない。 

・放火されにくい環境をつくる。 

■火災による被害を最小限にするための４つの対策 

・逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。 

・寝具及びカーテンは防炎品を使用する。 

・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置す

る。 

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力

体制をつくる。 

■問い合わせ 与板消防署予防係 ℡.0258-72-2572 
 

●健康に関する相談は「あなたの健
康相談室」をご利用ください。 

■日  時 ４月１６日（水） 

        午前９時３０分～１１時３０分 

■会  場 中之島コミュニティセンター 

      （旧中之島公民館） 

■持ち物 健康手帳（お持ちの方のみ） 

■申し込み ４月１４日（月）まで 

■問い合わせ 市民生活課保健係 

            ℡.0258-61-2015 

４ 月 １ ３ 日

（日）に交通

安全パレード

を行うよ！ 
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●長岡市赤十字奉仕団 
中之島分団団員募集！ 

 炊出し訓練や募金活動をはじめ、救急法の講習、研修会

への参加など災害救護に関する活動を行っています。人の

ため地域のために何かしてみたいと思っている方、あなたの

善意の心を役立ててみませんか。年齢性別は問いません。

見学や体験だけでも大歓迎です。ご連絡お待ちしています。 

■問い合わせ  市民生活課福祉係 ℡.0258-61-2015 

 

 

 

●木製プランターオーナー募集！ 

’０４（ラブフォー）中之島記念公園 

に設置されている木製プランターの 

花の世話をしてくださる方を募集し 

ています。 ５月にはヒマワリの種を、９月にはナノハナ

の種を植えます。プランターにメッセージプレートをつ

けて、みなさんの手で花を育ててみませんか！！費用

等はかかりません。詳細は 

お問い合わせください。 

■問い合わせ  

産業建設課土木施設係 

℡.0258-61-2012 

 

●前期健康教室参加者募集！ 

体を動かして健康を維持しませんか？ 

■実施期間 ４月～９月（参加者随時募集） 

■対象者 次の両方に該当する人 

 ①６５歳以上 ②介護認定を受けていない 

■内  容   

 

 

■会 場 

 

 

 

■利用料 １回２００円（送迎付き） 

■問い合わせ 

包括支援センターなかのしま・よいた ℡.0258-61-2600 

サンパルコなかのしま ℡.0258-66-0688 

 

●青木浄水場の見学団体募集！ 
安全でおいしい水道水を作っている浄水場を見学

してみませんか？ 

■実施期間 ４月～１０月 毎月第２水曜日 

午後１時３０分～３時 

■対象者 ５名以上の団体 

■定  員 毎月２０名程度 

■申し込み 希望月の前月末まで 

■その他 団体の代表の方から「浄水モニター」として

後日アンケートにご協力をお願いします。 

■問い合わせ 見附市青木浄水場 ℡.0258-66-3294 

 

●愛犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに！ 

狂犬病予防注射と、生後９１日以上の未登録犬の登録を行います。 

月  日 会     場 時    間 

４月４日 

（金曜日） 

中条新田大字事務所 １０：２０～１０：４０ 

中野公民分館 １１：１０～１１：３０ 

中之島コミュニティセンター（旧中之島公民館） １３：３０～１４：００ 

はすはな荘 １４：３０～１５：００ 

■料金  登録済み 3,100円、新規登録（印鑑持参）6,100円  ■問い合わせ  市民生活課環境係 ℡.0258-61-2014 

・運動機能向上（月２回） 
・口腔機能向上（月１回） 
・もの忘れ予防（月４回） 

 ・刈谷田荘 毎週月曜日 定員１５名 
・サンパルコ 第２・４火曜日 定員２０名 
・さくらの家 毎週水曜日 定員１５名 
・日枝の里 毎週木曜日 定員１５名 

 

●第５回中之島地域委員会を開催 

 会議は傍聴できます。希望される方は直接会場へお越しください。 

■日  時  ３月２５日（火） 午後１時３０分～ 

■会  場  中之島支所 ３階 大会議室 

■議  題  平成２６年度中之島地域ふるさと創生基金事業について 

■報  告 

 （１）平成２５年度中之島地域ふるさと創生基金事業について 

（２）平成２５年度長岡市地域コミュニティ事業（中之島地域）について 

（３）平成２６年度中之島地域の主な事業について 

■問い合わせ 

地域振興課地域振興・防災係 ℡.0258-61-2010  

●長岡市地域コミュニティ事業 
補助金の紹介 

「長岡市地域コミュニティ事業補助金」は、

地域の活性化を図ることを目的に、町内会や

非営利活動団体などが自主的に取り組むま

ちづくり事業に対して補助金を交付する制度

です。補助対象経費の８０%以内の額で、５０

万円を上限に交付します。この制度は平成２

６年度も実施予定ですので、活用したい方、

興味のある方はお気軽にご相談ください。 

■問い合わせ 

地域振興課地域振興・防災係  

℡.0258-61-2010  
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             ３  月 

20 木  

21 金 春分の日 
なかのんおたんじょう会 9：30～11：30 中之島体育館 

22 土  

23 日  

24 月  

25 火  

26 水  

27 木  

28 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 

29 土  

30 日  

31 月  

４  月 

1 火 中之島コミュニティセンターオープン 
春の火災予防運動～７日まで ▸２ページ 

2 水  

3 木  

4 金 子育てサークル「ぴよぴよクラブ」 9：30～11：30 中之島コミ
ュニティセンター 

5 土  

6 日 春の全国交通安全運動～１５日まで ▸２ページ 

7 月  

8 火  

9 水  

10 木 
瀬戸内寂聴ビデオ上映会 10：00～11：50 中之島文化
センター ▸４ページ 
交通事故死ゼロを目指す日 ▸２ページ 

11 金 赤ちゃん相談 9：00～ 中之島コミュニティセンター 

12 土  

13 日 交通安全パレード 9：30～ 中之島支所前 

14 月 米百俵号巡回 9：30～10：30 中之島保育園 

15 火  

16 水 あなたの健康相談室 9：30～11：30 中之島コミュニティセ
ンター ▸２ページ 

17 木  

18 金 子育てサークル「ぴよぴよクラブ」 9：30～11：30 中之島コミ
ュニティセンター 

19 土  

中之島地域の人口・世帯数 
平成 26年 3月 1日現在（ ）は前月との比較 

総人口 12,105人（-20）男5,935 人（-9）女6,170人（-11） 

世帯数 3,492世帯（-4） 

 

●第２３回中之島ゲートボール連盟 
室内ゲートボール大会結果 

 ３月１日(土)～２日(日)に 
サンパルコなかのしまで行 
われました。 
優  勝 和寿会(中条) 
準優勝 穂波会Ｂ（信条） 
第三位 中野西部Ｂ 
敢闘賞 中野西部Ａ 

 

 

 

 

■問い合わせ 見附市青木浄水場 ℡.02 

●瀬戸内寂聴ビデオ上映会 
■日 時 ４月１０日（木） 

「書 く 」 開場午前９時３０分/上映午前１０時～１０時５０分 

「祈 る」 開場午前１０時５０分/上映午前１１時～１１時５０分 

■定 員 ４０名 

■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 

●おはなしひろば 
■日 時 ４月２７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 

■プログラム 季節のお話と工作 

■問い合わせ 中之島地域図書館 ℡.0258-61-2165 

            ●各施設の使用申し込み窓口等が変更になります 

４月１日から下記施設の管理運営は指定管理者の中之島体育施設運営グループが行います。 

施設名 使用申込みの窓口 使用時の鍵の受け渡し場所 

中之島体育館 中之島体育館(0258-66-1711)  

中之島北体育館 中之島北体育館(0258-66-8116)  

信濃リバーサイドパーク野外活動施設 中之島北体育館(0258-66-8116)  

中之島野球場 中之島北体育館又は中之島体育館 中之島北体育館（今までと変更無し）） 

中之島テニス場 中之島北体育館又は中之島体育館 中之島北体育館又は中之島体育館 

■問い合わせ 地域振興課教育支援係 ℡0258-61-2011 

 

休日在宅当番医（見附・中之島地区） 

月日 医・病院名 電話 

３月２３日(日) 
内科 なかじま医院 0256-45-7777 

外科 中之島クリニック 0258-61-2551 

３月３０日(日) 
内科 霜鳥内科医院 0258-62-0579 

外科 わたなべ皮フ科 0258-62-7750 

４月 ６日(日) 
内科 内島医院 0258-66-2446 

外科 貝瀬皮膚科 0258-66-8100 

４月１３日(日) 
内科 田﨑医院 0258-62-1122 

外科 中之島クリニック 0258-61-2551 

４月２０日(日) 
内科 星野医院 0258-62-0998 

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。 

 


