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八幡神社（中条新田）の春祭りが４月１０
日に行われました。中条新田地区に伝わ
る神楽舞を後世に伝えようと、昭和５０年に
発足した「中条新田神楽保存会」の皆さん
により神楽舞奉納が夜祭り本祭りの２回行
われました。笛や太鼓に合わせて舞う神
楽。この神楽を頭にかぶせてもらうと健康
でいられるということです。 
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地 域 の 話 題 

平成２８年度中之島地域の主な事業 
 ～中之島地域では、次の項目を重点事業に据え、中之島地域のより良いまちづくりを進めます～ 

市民協働・地域交流 

○地域の宝（地域資源）の磨き上げ 

・今後１０年の地域づくりの柱となる「地域の宝」

を磨き上げる住民主体の取組を支援（大凧合戦・

大竹邸記念館） 

○公共施設整備改修事業 

・中之島コミュニティセンター天井部耐震補強設

計委託 

○町内集会場の修繕費補助 

 ・中興野町内公民館 

○東京中之島会の運営交流経費補助 

○四季のまつり事業 

 ・中之島夏まつり、中之島産業まつり 

○ふるさと創生基金事業  

 （詳しくは下記地域委員会からのお知らせ参照） 

防災 

○災害発生時の応急復旧対策事業 

○7.13水害情報発信事業 

○市民防災推進事業 

 ・自主防災活動報償金ほか 

○与板消防署中之島出張所移転整備事業 

福祉・健康 

○敬老事業 

○子育ての駅運営事業 

 ・子育ての駅なかのしま「なかのんひろば」運営経費 

生活・都市基盤 

○道路新設改良等事業 

 ・中之島大沼線歩道整備 

○地域内路線の道路等維持修繕 

○消雪施設等整備事業 

○公共下水道整備事業 

 ・信条地区管渠工事等 

教育・文化 

○信条小学校体育館屋根等の改修工事設計委託 

○放課後児童健全育成事業 

 ・児童クラブ運営 

○観光、文化財施設管理事業 

 ・大竹邸記念館、入澤記念庭園の修繕 

地域委員会からのお知らせ 
＜第５回中之島地域委員会の概要＞ 
◆開催日 ３月９日（水） 

◆会  場 中之島支所３階 大会議室 

◆議  題  

◆報  告  

 

◆会議の概要  

平成２８年度中之島地域ふるさと創生基金事業について 

「大口れんこん収穫体験ツアー」 「なかのん PR事業」 

「ようこそなかのしま！イメージアッププロジェクト事業」 

「なかのしま出会い❤ふれあい交流事業」 

「なかのしま再発見事業～ディスカバリーなかんしま～」の５事業の実施を決定しました。 

【問】 地域振興課地域振興・防災係 ℡.0258-61-2010 

 

 

新しい地域委員を紹介します。 

  

 

みずほ保育園で演奏会（３月１１日） 

みずほ保育園と子育ての駅、みずほ児童館主催の

中越高校吹奏楽部演奏会が開催されました。園児たち

は、大きな音に驚いたり、知っている曲が演奏される

と、手拍子をしたりと、素晴らしい演奏を楽しみました。 

 

 

 

 

４月１日付けで地

域代表（上通地区）と

して荒川二三一さん

（灰島新田）が委嘱さ

れました。 中之島地

域のまちづくりの検

討・協議にご活躍い

ただきます。 

 

1平成２８年度中之島地域ふるさと創生基金事業について 

1平成２７年度中之島地域ふるさと創生基金事業について 

2平成２８年度中之島地域の主な事業について 
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お 知 ら せ 

第７回中之島ソフトバレーボール大会 

（３月２０日） 

 中之島体育館でソフトバレーボール大会が行わ

れ、一般の部、分館の部ともに熱戦が繰り広げられ

ました。結果は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

準優勝 Ｔｅａｍ石田    準優勝 上通分館 

第 ３位 上通ＲＥＤ     第 ３位 中条分館Ｂチー

ム 

 ＜一般の部＞         ＜分館の部＞ 

優 勝 さとすけ      優  勝 中条分館Ａチーム 

 

 

 

 

 

 

準優勝 Ｔｅａｍ石田    準優勝 上通分館 

第 ３位 上通ＲＥＤ     第 ３位 中条分館Ｂチーム 

東京中之島会総会・懇親会参加者
募集！ 

◆日 時 ５月２２日(日) 

 （中之島支所前 ５：４５集合 ２０：００解散予定） 

◆会 場 ホテル ラングウッド(東京都荒川区日暮里) 

◆参加費 10,000円 

◆交通手段 貸切バス  

◆申込み ５月９日(月)まで 定員１０名程度 

【問・申】地域振興課地域振興・防災係  

℡.0258-61-2010 

小学校入学式（４月７日） 

 中之島地域の小学校で入学式が行われました。 

信条小学校では、在校生が育てたお花と地域の宝

の大凧が飾られた会場で、ピカピカの新１年生１２

名の入学をお祝いしました。 

 

 

 

 

 

準優勝 Ｔｅａｍ石田    準優勝 上通分館 

第 ３位 上通ＲＥＤ     第 ３位 中条分館Ｂチ

ーム 

交通安全パレード開催！（４月１０日） 

交通安全パレードの出発式が中之島支所

で行われました。中之島保育園児の１日警

察署長と１日交通課長がかっこいい制服姿

で交通安全のお約束をした後、見附市役所

までの道のりをパトカーを先頭に１５台の大

型バイクとともに、交通安全を呼び掛けパレ

ードを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

準優勝 Ｔｅａｍ石田    準優勝 上通分館 

第 ３位 上通ＲＥＤ     第 ３位 中条分館

Ｂチーム 

'０４中之島記念公園植栽会に 
参加しませんか！！ 

みんなで公園を 

花でいっぱいにし 

ましょう！ 

木製プランター 

の世話をしてくださ 

る木製プランターオ 

ーナーも随時募集中！です。大勢の方の参加をお待ち

してます！ 

◆日  時 ５月７日（土）８：００～１０：００（小雨決行） 

◆場 所 '０４中之島記念公園（中之島大橋西詰） 

◆持ち物 軽作業のできる服装、軍手、移植ゴテ、長靴 

【問・申】 産業建設課土木施設係 ℡.0258-61-2012 

 

 

 春の農作業でトラクターを使用すると

きは道路上に土の塊を落とさないよう

にしましょう。道路に土の塊を落とした

場合 

 

 

道路はきれいに利用しましょう 

 

場合は、スコップで取り除くなどの処理をお願いします。 

【問】 産業建設課農林係 ℡.0258-61-2013 

 

認定農業者になりましょう！ 

 自ら経営改善に取り組み、農業の担い手を志す人で

あれば認定を受けることができます。認定されると、経

営所得安定対策（米価の収入を補てんする保険制度）

などが受けられます。認定農業者に興味のある方はご

相談ください。 

【問・申】 産業建設課農林係 ℡.0258-61-2013 
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臨時福祉給付金のお知らせ 

 これまでの臨時福祉給付金に加え、高齢者向けと障

害・遺族基礎年金受給者向けの「年金生活者等支援

臨時福祉給付金」が新設されました。 

【高齢者向け給付金】 

 賃金引上げの恩恵を受けにくい所得の低い高齢者を 

支援します。 

◆対 象 次のすべてを満たす人 

 ・平成２７年度臨時福祉給付金が支給された人 

 ・昭和２７年４月１日以前に生まれた人 

 （対象となる可能性のある人がいる世帯の世帯主へ

申請書を送付します。） 

◆給付額 １人３万円 

◆給付の流れ  

①市から申請書を郵送 

②申請書を記入し、本人確認書類などと一緒に返

信用封筒に同封し市に返送   

  ③市が確認・審査後、口座に振り込み 

◆申込み ７月２２日（金）まで 

※障害・遺族基礎年金受給者向け給付金と今年度

の臨時福祉給付金は、市政だより９月号でお知らせ

します。 

★臨時福祉給付金を装った振り込め詐欺に注意！！ 

市の職員がＡＴＭ(現金自動預払機)の操作や手数

料の振り込みなどをお願いすることはありません。 

【問・申】 市民生活課福祉係 ℡.0258-61-2015 

 

平成２８年度 長岡市地域コミュニティ
事業補助金の募集！ 

◆補助対象者 

  市内支所地域で活動を行う自治会、町内会、非営利

団体などの市民活動団体 

◆補助対象事業 

産業、環境、福祉、文化、スポーツ、コミュニティ活動

等の分野において、団体が自主的に行うまちづくり事

業（採択された場合、補助金申請のあった日から補助

対象事業となります。） 

 ※申請する事業は、他の補助金制度などとの併用は

できません 

◆補助金額 必要経費の１００分の９０に相当する額内、

上限１００万円 

◆募集期間 随時受付。原則として、事業実施の２か月

前には申請書を提出してください。 

◆申込み 必要書類を長岡市役所大手通庁舎７階の地

域振興戦略部へ持参してください。 

【問・申】 地域振興戦略部 ℡.0258-39-2260 

 

最大２０万円補助で空き家の利活用を
強力に後押し！ 
～空き家バンク登録促進モデル事業補助金～

  
【空き家の家財片づけ事業】 

◆対   象 空き家バンク制度を利用して空き家を売買ま

たは賃貸する場合に、残存する家財等の処分、清掃、

除草に係る費用を助成します。 

◆補助金額  対象経費の３分の２以内（上限２０万円） 

◆申込み ５月９日（月）～１６日（月）（予算額を超えた 

場合は抽選） 

【空き家利用者応援事業】 

◆対   象 空き家バンク制度を利用して空き家を購入ま

たは賃借する場合に、①仲介手数料、登記、②引っ越

しに係る費用を助成します。 

◆補助金額  ①、②それぞれ対象経費の３分の１以内

（各上限５万円） 

◆申込み ４月１日～随時（予算額の範囲内で先着順） 

【問・申】 住宅施設課住宅政策係 ℡.0258-39-2265 

 

●各種がん検診(集団検診)及び 
総合健診(半日ミニドック)予約受付中！ 

  申込方法等詳しくは４月配布の「長岡市健康カレンダ

ー」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です。 

◆胃がん・大腸がん検診 

対象 検診日 

４０歳

以上 

５月 １９日（木）、２０日（金）、２１日（土） 午

前 ９月 ２７日（火） 

◆子宮頸がん・乳がん検診（原則２年に１回） 
対象 検診日 

子宮頸がん（２０歳以上） 

乳がん（４０歳以上） 

９月８日（木） 午後 

１０月１日（土） 午前 

◆総合健診（半日ミニドック） 
対象 健診日 

特定・後期高齢者健診、結核・肺が

ん、胃がん、大腸がん、子宮頸が

ん、乳がん、前立腺がん、肝炎ウイ

ルス、胃がんリスク検診から選んで

受診できるものです。 

※６５歳以上の方も受診できます。 

６月 

２１日（火） 

２２日（水） 

２３日（木） 

午

前 

●あなたの健康相談室 
からだや子育てに関する不安にお答えします。  
健康手帳をお持ちの方はご持参ください。 

◆日 時 ５月２５日（水） ９：３０～１１：３０ 
◆会 場 中之島コミュニティセンター 
◆申込み ５月２０日（金）まで  

 

健康のお知らせ 
市民生活課保健係 ℡.0258－61－201５ 
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●中之島大学(概ね６０歳以上) 
◆クラブ名 民踊、工芸、健康体操、水墨画、ザ・元気 

◆活動予定日 年間１０回 ※ザ・元気クラブは８回 

１０：００～１１：３０（クラブによって変更あり） 

５/１８（水） 開講式・クラブ活動 １０/ ６（木） 史跡見学 

６/ ８（水） 民踊・工芸・健康体操 １０/１２（水） 民踊・工芸・健康体操 

７/１３（水） 民踊・工芸・健康体操 １１/ ９（水） 工芸・健康体操 

８/１０（水） 民踊・工芸・健康体操 １２/１４（水） 工芸・健康体操 

９/１４（水） 工芸・健康体操  ３/ ８（水） 閉講式 

民踊クラブ 上記のほかに 9/7（水）・28（水）、10/19（水） 

水墨画 

クラブ 

6/13（月）  7/11（月）  8/8（月） 9/12（月）  10/17

（月） 10/24（月） 11/7（月） 

ザ・元気 

クラブ 

6/16（木）山歩き 7/12（火）剪定教室 8/25（木）山歩

き 9/29（木）燻製教室 11/24（木）キムチ作り教室 

◆会 場 中之島文化センター（６月から水墨画とザ・元気は中之島コミュニティ

センター、健康体操は中之島体育館を利用） 

◆参加費 無料（材料費等の実費負担あり） 

◆申込み ５月９日（月）まで  

●女性セミナー 

◆活動予定日 年間８回  

１９：００～２０：３０（内容によって変更あり） 

５月２５日（水） 開講式、健康体操 

６月１５日（水） 和紙人形 

７月２０日（水） 美肌作りレッスン 

８月２４日（水） フラワーアレンジメント 

９月２１日（水） 押し花 

１０月１９日（水） 視察研修（１日コース） 

１１月１６日（水） 切り絵（お正月の神棚飾り） 

１２月 ７日（水） 閉講式、テーブルマナー 

※講師などの都合により変更になる場合もあり

ます。 

◆会 場 中之島文化センター 

◆参加費 無料（材料費等の実費負担あり） 

◆申込み ４月２７日（水）１０：００～ 先着２５名 

まちなかキャンパス長岡では、「市民プロデュース

講座」の企画案を募集しています。市民の皆さんから

講座を企画いただき、まちなかキャンパス長岡と協働

で開催するものです。人に教えたい得意分野をお持ち

の方、講座を企画したい方、チャレンジしてみません

か？今まで４５講座が開催されました。会議室はもち

ろん、簡単な料理ができる部屋、体操ができる部屋、

防音設備の部屋もあります。 

◆企画の条件 

 ①新規性、独創性に富んだ内容 

 ②チャレンジ性があり、企画者の成長が見込まれる

内容 

 ③１講座３回以内 

 ④平成２８年１０月～翌月３月までに実施 

◆審査方法 

  ご応募いただいた企画案をまちなかキャンパス長

岡運営協議会で審査し、最大５講座を採用し、結果

は６月下旬にご連絡します。 

◆申込み 

  ５月３１日（火）までに、申込書を提出。 

  募集要項と申込書は支所地域振興課にあります。 

  まちなかキャンパス長岡のホームページからもダウ

ンロードできます。 

【問・申】まちなかキャンパス長岡 ℡.0258-39-3300 

●「サーカス コンサート 2016 in中之島」 
「ミスター・サマータイム」や「アメリカン・フィーリング」、

「サウンド・オブ・ミュージック」など数々の名曲をお届けし
ます。※未就学児不可 
◆日 時 ７月２４日（日）開場 15：30/開演 16：00 
◆料 金 全席指定 前売 3,000円 当日 3,500円 
◆会 場 中之島文化センター文化ホール 
◆前 売 ５月１４日（土）10：00から当館窓口 
およびプレイガイド（青少年文化センター）にて 

 

 

 

 

 

●ベーゼンドルファーピアノ演奏体験 

 大ホールでベーゼンドルファーMod.275 を演奏してみ

ませんか？どなたも無料で演奏できます。 

◆日 時 ５月１９日（木）～２２日（日） 

①９：００～１０：００  ②１０：００～１１：００ 

③１１：００～１２：００ ④１２：００～１３：００ 

⑤１３：００～１４：００ ⑥１４：００～１５：００ 

⑦１５：００～１６：００  

の時間帯よりお選びください。（希望多数の場合は抽

選。５月１５日(日)に当選者のみご連絡します。） 

◆会 場 中之島文化センター 文化ホール 

◆申込み ５月１０日（火）～１３日(金)まで  

 

中之島文化センターからのお知らせ 
℡.0258-66-1310 

講座のお知らせ  【問・申】地域振興課教育支援係 ℡.0258-61-2011  

 

  

まちなかキャンパス長岡で 

講座を開いてみませんか？ 
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 中之島体育館でなかのんおたんじ

ょう会が行われ、たくさんの親子連れ

で会場は大賑わい♪初めて見るなか

のんに「かわいい～」「おっきぃ～」と早

速人気者となったなかのんでした。 

（３月２１日） 

中之島地域の人口・世帯数 平成２８年４月１日現在（ ）は前月との比較 

総人口 11,802人 （-24） 男 5,802人 （-9） 女 6,000人 （-15） 世帯数 3,575世帯 （+6） 

【休日在宅当番医（見附・中之島地区）】 

月   日 医・病院名 電  話 

４月２４日（日） 
内科 山谷ｸﾘﾆｯｸ 0258-61-1388 

外科 お元気でｸﾘﾆｯｸ 0258-63-3800 

４月２９日（祝） 
内科 杏仁堂医院 0258-62-0123 

外科 貝瀬皮膚科 0258-66-8100 

５月 １日（祝） 
内科 さえき内科 0258-66-8500 

外科 お元気でｸﾘﾆｯｸ 0258-63-3800 

５月 ３日（祝） 
内科 関谷医院 0258-61-0205 

外科 寺師医院 0258-62-0137 

５月 ４日（祝） 
内科 田﨑医院 0258-62-1122 

外科 星整形外科医院 0258-66-8808 

５月 ５日（祝） 
内科 林俊壱ｸﾘﾆｯｸ 0258-66-3000 

外科 わたなべ皮ﾌ科 0258-62-7750 

５月 ８日（日） 
内科 内島医院 0258-66-2446 

外科 中之島ｸﾘﾆｯｸ 0258-61-2551 

５月１５日（日） 
内科 石川医院 0258-66-2140 

外科 見附南医院 0258-63-4477 

５月２２日（日） 
内科 星野医院 0258-62-0998 

外科 貝瀬皮膚科 0258-66-8100 

（受付時間は各医院へお問い合わせください。） 

４   月 

21 木 支所からのお知らせ４月号発行日 

22 金 赤ちゃん相談（中之島コミュニティセンター） 

23 土  

24 日 おはなしひろば Ｐ６ 

25 月 中之島文化センター・中之島地域図書館・中之島北体育館休館日 

26 火  

27 水  

28 木  

29 金 昭和の日 

30 土 中之島地域図書館休館日 

５   月 

1 日  

2 月 中之島文化センター・中之島地域図書館・中之島北体育館休館日 

3 火 憲法記念日 

4 水 みどりの日 

5 木 こどもの日 

6 金  

7 土 ’０４中之島記念公園植栽会 P３ 

8 日  

9 月 中之島文化センター・中之島地域図書館・中之島北体育館休館日 

10 火 中之島体育館休館日 

11 水  

12 木  

13 金 ぴよぴよクラブ（中之島コミュニティセンター） 

14 土 「サーカスコンサート 2016in中之島」前売り開始 Ｐ５ 

15 日  

16 月 中之島文化センター・中之島地域図書館・中之島北体育館休館日 

17 火  

18 水 中之島大学開講式 Ｐ５ 

19 木 
胃がん・大腸がん検診 Ｐ４ 

ベーゼンドルファーピアノ演奏体験～２２日まで Ｐ５ 
支所からのお知らせ５月号発行日 

 

 

●おはなしひろば 
◆日 時 ４月２４日（日）１０：３０～１１：３０ 
◆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 

●六角凧絵付け体験 
   畳約８畳分の大凧に絵付け（色塗り） 
をしてみませんか？ 
◆日 時 ５月２９日（日） １０：００～１１：３０ 
◆会 場 中之島文化センター２階 

多目的ホールＢＣＤ 
◆対 象 小学生以下（小学２年生以下は保護者同

伴）  
◆申込み ５月１０日（火）から 先着２０名 

●児童六角凧イラスト展 
  子どもたちが描いた凧のイラストを図書館内に展

示します。 

◆募集・展示期間 ５月１７日（火）～６月１２日（日） 

◆対 象 小学生以下 

中之島地域図書館からのお知らせ 
℡.0258-61-2165 

男女平等推進センター「ウィルながおか」
の出前相談をご利用ください。（秘密は厳守します） 
夫婦間や家族間の誰にも言えない悩み、なんでもお話く

ださい。女性相談員が一緒に解決方法を考えます。 

まずは相談専用電話 090-4064-6017にご連絡ください。 

（受付時間：月～金曜日 10：00～16：30） 


