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小国地域の冬の一大イベント「お

ぐに雪まつり・雪上エンデューロ大

会」が間近に迫ってまいりました。

まつりスローガンは「楽雪・利雪・

克雪・親雪・雪に負けない元気な小

国」です。本年度は、２月 24 日の日

曜日におぐに運動公園特設会場にて

開催予定です。 

恒例となった雪上でのバイク耐久

レース「雪上エンデューロ大会」は

今回が 16回目。白銀の特設コースを

疾走するバイクの迫力は見る人を圧

倒します。参加者も全国的になり、

岩手県や京都府など、遠方からのエ

ントリーもたくさんあります。レー

スは技量に応じたクラス分けで、小

学生や女性ライダー、初心者からプ

ロ級ライダーまで、幅広いレベル、

世代のライダーたちが登場します。

そして、楽しい仮装ライダーも会場

をおおいに盛り上げます。 

また、大会会場では、小国の特産

品や温かい食べ物、飲み物を提供す

る屋台村が開村します。心のこもっ

た郷土料理をぜひどうぞ。 

冬でも熱い雪上エンデューロ大会

に、ぜひ遊びに来てください。お待

ちしています。 

  

 

 

 

雪上エンデューロ大会会場で

開村します。もちひと汁やト

ン汁、おこわやおもち、あっ

たかい飲み物、そして小国の

特産品など、たくさんご用意

してお待ちしております。 

ごぜ唄と昔話の会 

午前の部 １０：３０～ 

午後の部 １３：３０～ 

今回も多彩に繰り広げられる

ごぜ唄･昔話の世界に皆さん

をググッと引き込みます。 

雪まつり前日(23 日)の夜は、小国が幻想

的な世界に包まれる「雪ぼたる」の点火で

す。冬の夜に美しい蛍が飛び交う姿をぜひ

ご覧ください。 

開催予定集落 *三桶 *苔野島 *原 *森光 

*太郎丸 *新町*二本柳 *法坂桐沢 *猿橋 

*箕輪 *上村 *七日町 *千谷沢 ほか 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お 知 ら せ 

●●●●    平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度    

長長長長岡市小国地域成人式岡市小国地域成人式岡市小国地域成人式岡市小国地域成人式のののの実行委員募集実行委員募集実行委員募集実行委員募集 

平成 20年度の成人式を 5月 3日（祝）に開催します。 

成人式の企画、進行をお手伝いいただける実行委員を

募集します。 

募集人員：新成人の方 5名以内 

成人式までに 2～3回程度の打合せをします。 

平成 20 年度成人式対象者  

昭和 62 年 4 月 2 日～昭和 63年 4月 1日生まれの方 

実行委員になっていただける方は、 

2月 8日（金）までに教育委員会 

小国分室へ連絡をお願いします。 

電話 ９５－５９１１  

FAX  ９５－２２８２ 

Ｅ-mail：ogn－kyoiku@city.nagaoka.lg.jp   

【問合せ先  

教育委員会小国分室 電話９５－５９１１】 

●●●●    「「「「北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮によるによるによるによる拉致問題拉致問題拉致問題拉致問題をををを考考考考えるえるえるえる巡回巡回巡回巡回パネルパネルパネルパネル展展展展（（（（入場無料入場無料入場無料入場無料）」）」）」）」開催開催開催開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 新潟県と長岡市では、北朝鮮による拉致問題や特定失踪者の問題について、広く市民の皆様に理解を深め、関心を

持ち続けていただくため、巡回パネル展を開催します。 

  期 間  ２月９日（土）～２月１７日（日） 

  時 間  午前９時～午後５時３０分（日曜日・祝祭日は午後５時まで） 

  会 場  小国公民館１階ロビー          【問合せ先 市民生活課市民係 電話９５－５９００】 

●●●●    保健福祉課保健係保健福祉課保健係保健福祉課保健係保健福祉課保健係からからからからのおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

ストレス社会といわれている現代、心の病気は特別の人がかかる病気ではありません。心の病気も身体の病気同様、

早期発見・早期治療が大切です。お気軽にご参加ください。 【問合せ先 保健福祉課保健係 電話９５－２６００】    

 

●●●●    平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度    消費生活消費生活消費生活消費生活モニターモニターモニターモニター募集募集募集募集 

○仕事の内容 ①価格調査 (月１回) 

       ②会議、講座への出席 (平日の昼間開催) 

       ③情報提供 ほか 

○応募資格 市内在住の２０歳以上の人 

○任  期 平成２０年４月～平成２１年３月 

○募集人数 １８人 

○謝  礼 年額 １２，０００円 (予定) 

○申込方法 はがきに住所、氏名、ふりがな、年齢、性別、

職業、電話番号、消費者として一番関心のあ

ることを一言書いて、下記へ郵送してくだい。 

申込先 〒940-0062 

長岡市大手通 2-2-6  

ながおか市民センター３階 

     消費生活センター 

 ※応募多数の場合は、地域間のバランス等を考慮して選考

します。 

 【問合せ先 消費生活センター 電話３２－００２２】 

    

応募期限応募期限応募期限応募期限    

２２２２月月月月２２２２２２２２日日日日((((金金金金))))    

必着必着必着必着 

心の健康相談会 

震災後、特にストレスを感じやすくなっていることと思いま

す。いつものような元気が出なかったり、疲れやすくなったり

していませんか？専門医師による個別相談です。お気軽にご相

談ください。 

日  時 時  間 担 当 医 

１月２２日（火） 
午後１時～ 

３時００分                                                         
柏崎厚生病院 松田医師 

２月１２日（火） 柏崎厚生病院 直井医師 

３月１１日（火） 

午後２時～ 

４時３０分                                                                              柏崎厚生病院 松田医師 

会 場  小国診療所検診棟 1 階検診室 

申込み  相談は事前に予約が必要です。 

おいでになれない場合は、電話相談ができます。 

この日以外の相談は、保健師にご相談ください。  

うつ予防講演会 

 専門医によるうつ病の予防講演会を開催しま

す。うつ病とはどんな病気なの？何に気をつけ

たら良いの？どうしたら治るの？などの疑問に

お答えします。自分のために、家族のために、

ぜひご参加下さい。 

1.日時 平成 20 年 2 月 21 日（木） 

受付 午後 1時 00 分～1時 30 分  

講演 午後 1時 30 分～3時 00 分 

2.会場 小国公民館 1階 大会議室 

3.講師 高須メンタルクリニック  

院長 高須達郎先生 

4.申込み 不要です。 

直接会場へどうぞ。 

 



 

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

お ぐ にお ぐ にお ぐ にお ぐ に ニ ュ ー スニ ュ ー スニ ュ ー スニ ュ ー ス  

    

  

第第第第３３３３３３３３回回回回    長岡市新春子長岡市新春子長岡市新春子長岡市新春子どもどもどもども将棋大会将棋大会将棋大会将棋大会        

        佐佐佐佐々々々々木木木木優介優介優介優介くんくんくんくん（（（（渋渋渋渋海海海海小小小小））））総合総合総合総合優勝優勝優勝優勝！！！！    

 青少年文化センターで 1 月 4日、長岡市新春子ども

将棋大会が行われ、渋海小 4 年の佐々木優介君が高学

年(4～6 年)の部で優勝し、さらにチャンピオン決定戦

にも勝ち、総合優勝の 

栄冠に輝きました。 

優勝した佐々木君に 

は日本将棋連盟初段の 

免状が贈られました。 

 次の目標は、春に新 

潟で開催される大会で 

入賞することだそうで 

す。頑張ってください。 

  

法末地区法末地区法末地区法末地区    気象気象気象気象・・・・積雪観測積雪観測積雪観測積雪観測システムシステムシステムシステム    

平成 18 年に新潟大学災害復興科学センターが法末

地区に設置した気象・積雪観測システムの改良工事が

終了しました。これにより、法末自然の家「やまびこ」

で常時、気象積雪データがみられるようになり、玄関

がしまっていても入口のガラス越しに見ることがで

きます。データは積雪深、気温、湿度、降水量、日射

量、地温、風向、風速が 10 秒間隔で入れ替わります。

地元から要望があった地温[10cm 深]も今回新たに加

わりました。近くに 

お越しの際はぜひ覗い 

てみてください。また 

ホームページでも現在 

１日遅れですが、デー 

タを見ることができます。 

アドレスは

http://odds2.nposerver.net/niigataU/find.jsp 

1111 月月月月 6666 日日日日    消防出初式消防出初式消防出初式消防出初式    

 恒例の小国地域消防団による消防出初式が行われ

ました。式典に続いて、原地内で放水訓練が行 

われ、最後に火災予防パレードで火の用心を呼びか

けました。 

昨年の小国地域における火災件数は１件でした。

火災はちょっとした油断から起こります。日頃から 

火の元に注意して火災のない１年にしましょう。 

 
 気象・積雪観測システム 

おぐにおぐにおぐにおぐに森林公園森林公園森林公園森林公園    愛称愛称愛称愛称ととととマスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクター決定決定決定決定！！！！    

みなさんから募集した「おぐに森林公園」の愛称と 

マスコットキャラクターが決まりました。 

愛称は「おぐりん」です。 

応募作品の中から工藤和久さん（青森県弘前市） 

考案の愛称と信貴正明さん（燕市）考案のマスコット 

キャラクターに決定しました。 

今後、おぐに森林公園のＰＲに役立てるほか、 

観光、各種イベント等、幅広く活用していきます。 

 

 
放水訓練 

1111 月月月月 13131313 日日日日    小正月行事小正月行事小正月行事小正月行事「「「「さいのさいのさいのさいの神神神神」」」」 

    

 
総合優勝を果たした佐々木君 

 

小国の「Ｏ」の文字を丸い体

で表現し、ヘアスタイルは緑

豊かな「森」や自然あふれる

「山々」をイメージしました。 

元気で楽しい 

「おぐりん」です。

よろしくね！ 

 

 

火災予防パレード 

↑ 原 

↑ 新町 

↓ 森光 

 

↑ 原小屋 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環環環環    境境境境    情情情情    報報報報    
      

 平成 20 年４月には、長岡市全域のごみと資源物の分け方と出し方を長岡地域に統一します。 

10月に開催された「全市域のごみ統一に向けた住民説明会」で出された質問と回答を紹介します。 

    QQQQ ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトルのののの紙製紙製紙製紙製ラベルラベルラベルラベルはははは取取取取らなくてもよいですからなくてもよいですからなくてもよいですからなくてもよいですか????    

 A 取られるものは取って、取られなければそのままで出してください。 

    QQQQ 雑誌雑誌雑誌雑誌ののののサイズサイズサイズサイズのののの違違違違うものはどのようにしてうものはどのようにしてうものはどのようにしてうものはどのようにして出出出出せばよいですかせばよいですかせばよいですかせばよいですか? ? ? ?     

 A 収集・運搬の際にくずれないようにしっかり縛って出してください。 

 QQQQ 個人情報個人情報個人情報個人情報などがなどがなどがなどが書書書書かれているかれているかれているかれている紙類紙類紙類紙類はどうすればよいですかはどうすればよいですかはどうすればよいですかはどうすればよいですか????    

 A 住所等の箇所をマジックペンで塗りつぶして出してください。気になる方はその部分を切って「燃やすごみ」

に出してください。 

    QQQQ 窓窓窓窓ガラスガラスガラスガラスのののの割割割割れたものはどのようにしてれたものはどのようにしてれたものはどのようにしてれたものはどのようにして出出出出したらよいですかしたらよいですかしたらよいですかしたらよいですか????    

 A 新聞紙等に包んでから「燃やさないごみ」の指定袋に入れ、指定袋の外側に「キケン」「ワレモノ」などの表

示をして出してください。量が多ければ、何回かに分けて出してください。 

    QQQQ ライターライターライターライターののののガスガスガスガスはどのはどのはどのはどの程度程度程度程度までまでまでまで抜抜抜抜くのですかくのですかくのですかくのですか????    

 A 液が見えなくて火が着かない程度まで抜いてください。 

    QQQQ 小小小小さいさいさいさいテレビテレビテレビテレビはははは「「「「燃燃燃燃やさないごみやさないごみやさないごみやさないごみ」」」」でででで出出出出してよいですしてよいですしてよいですしてよいですかかかか????    

 A 大小に関係なくブラウン管式テレビであれば家電リサイクル法により、市では収集できません。直接、指定

引取場所に持込むか、家電販売店や収集運搬業許可業者に申込む方法があります。詳しいことは、２月に配

布される「ごみと資源物の分け方と出し方保存版」冊子をご覧ください。 

 QQQQ 保存版保存版保存版保存版ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブックにににに分別表分別表分別表分別表はありますかはありますかはありますかはありますか????    

 A 分別表はあります。 

概要版より詳しい内容が掲載される「ごみと資源物の分け方と出し方保存版」は２月に各家庭に配布します。 

 QQQQ ごみごみごみごみカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーのののの配布配布配布配布はいつごろになりますかはいつごろになりますかはいつごろになりますかはいつごろになりますか????    

 A ３月に配布します。 

【問合せ先 市民生活課環境係 電話９５－５９０１】 

 

 

●●●●１１１１月月月月のののの自動車文庫自動車文庫自動車文庫自動車文庫「「「「米百俵号米百俵号米百俵号米百俵号」」」」    

※※※※２２２２月月月月のののの巡回巡回巡回巡回はありませんはありませんはありませんはありません    

・1月 29日（火） 

午後 1時 30分～午後 2時 30分 小国公民館 

午後１時 30分～午後 2時 30分 ひまわり保育園 

■ 「小国支所からのお知らせ」カラー版は、長岡市ホームページでご覧になれます。     

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/ 

小国地域の人口（平成 20 年 1月 1日現在） 

 前月比 

人口総数 ６，６０６人 －２０ 

男 ３，２２９人 －８ 内

訳 女 ３，３７７人 －１２ 

 

世帯数 ２，１４９世帯 －５ 

 

 

 
 

 

 

 


