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おおぐぐにに
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支支 所所 かか らら のの

お

 
 

お 知知 らら せせ   
 
 
 

■小国地域の話題  

 

２００９越後長岡ツーデーマーチ「小国やまびこウォ

ーク」が行われました。（１０月１８日） 

決定！「小国十景」 
 

 俳句作家連盟が進めていた小国十景が、このたび決定しましたのでお知らせします。９８名２１６ヶ所の

応募の中から選考した結果が下記のとおりです。ご協力ありがとうございました。 

 

おおみおけ橋からの風景 太田 典子(小国中教諭)

※場所の表現は仮称です。 

真福寺の山門 中澤 裕子(太郎丸) 

森林公園からの風景 山﨑 雅也(渋海小) 

相野原観音堂 桑原 大輝(小国中) 

山口庭園 高橋 肇(相野原) 

箕輪城址 青柳 裕太(小国中) 

法坂から見る黒姫山 松田 千秋(小国中) 

鷺の島平原から見る三山と田園 小川 浩利(鷺之島) 

押切戸隠神社 加瀬 次郎(押切) 

八王子石仏群 中村 哲四郎(八王子) 

問小国町俳句作家連盟 今井 電話９５―２５２５ 
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■おしらせ  

問長岡市消防本部予防課 電話３５―２１９０

古くなった消火器にご注意を！ 

 

古くなった消火器による破裂事故が発生しています。家庭、職場にあります消火器について、容器の外観

に腐食や変形がないか、再度確認してください。また、不明な点がありましたら、最寄りの消防署・出張所

にお問い合わせください。 
 

 

一時保育サービス、地域子育て支援センターをご利用ください 

 

ひまわり保育園では、保育園に入園していない在宅児童のご家族を応援するため、以下のようなサービス

や施設を設けています。お気軽にご利用ください。 

 一時保育サービス 子育て支援センター 

対象となる児童 生後４ヶ月～未就学児 首がすわるころ（概ね生後３ヶ月）～未就学児 

利用可能な曜日 毎週月曜日～土曜日 毎週月曜日～金曜日 

利用可能な時間 午前７時３０分～午後６時３０分 
午前９時～１１時３０分 

午後１時３０分～４時 

利 用 料 金 

３歳未満：日額 1,650 円 

（ほかに給食 410 円がかかります。）

３歳以上：日額 1,210 円 

（ほかに給食 290 円がかかります。）

無料 

問 い 合 わ せ 先 

ひまわり保育園 

電話９５－２０２９ FAX４１－９１８０ 

※利用される場合は、事前に予約が

必要です。 

ひまわり保育園 電話９５－２０２９ 

子育て支援センター電話９５－２１２３ 

※予約不要でご利用いただけます。

そ の 他 

保護者の病気やケガ、看護、冠婚葬

祭、短期的・断続的な就労、一時的に

保育負担から開放されたい時にご利

用ください。 

４時間だけの利用も可能です。詳しく

はお問い合わせください。 

保育園に入園していないお子さんが、保護者の付き添

いがあれば利用いただけます。ひまわり保育園を開放

しますので、お子さんの友達作りや、保護者の友達作

り、情報交換の場としてご利用ください。お父さんお母さ

んの利用はもちろん、おじいさんおばあさんからもご利

用いただけます。都合の良いときにご利用ください。 

問ひまわり保育園 電話９５－２０２９ 

日 時： １１月２０日（金） 受付：午後１時～１時３０分 

講演：午後１時３０分～３時３０分 

会 場： 小国公民館（旧就業改善センター） 

内 容： 認知症の理解と対応～上手な接し方のコツ～ 

講 師： 柏崎厚生病院 院長 松田ひろし先生（精神科医師） 

問小国支所市民生活課 保健係 電話９５―２６００

 

 認知症は誰もがかかる可能性のある身近な病気です。認知症とはどのような病気なのか？どのように接し

たらよいのか？日ごろ対応に悩んでいる方も多いと思います。この機会に一緒にかんがえてみませんか。ご

近所お誘いあわせの上、お気軽にご参加ください。 

 

認知症予防講演会開催のお知らせ 
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未入園児交流会に参加してみませんか？ 

 

 

 未入園児（生後４ヶ月～未就学児）を対象に、

ひまわり保育園児との交流会を開催します。今後

ひまわり保育園への入園を考えているお子さん

の入園体験や、周りに同世代のお友達がいないお

子さんの友達づくりなどに役立つ交流会です。お

気軽にご参加ください。 

 

～１１月の交流会～ 

     １１月１２日（木） 

９時４５分～１１時頃 

  ※交流会は１０月から２月まで毎月１回行われています。 

 

 

問ひまわり保育園 電話９５－２０２９

水道局からのおしらせ 

 

 少雪で検針可能な場所は、冬期間でも検針を行っ

ていますので、水道メーターの上に雪囲いの柱を

立てたり、物を置いたりしないでください。検針

ができないと推定使用量での料金計算となってし

まいます。メーターはいつでも検針しやすいよう、

ご協力をお願いいたします。 

 水道メーターは、気がつきにくい水漏れを発見で

きる大切なものです。日ごろから水道メーターを

調べる習慣をつけ、水漏れの早期発見に心がけま

しょう。 

 水は限りある資源です。大切な水を無駄にしない

よう、みなさまのご協力をお願いします。 

 

問長岡市水道局 小国営業所 電話９５－２４４０

子宮頸がん検診を受け付けています 

 

小国支所では、子宮頸がん検診を１１月１６日（月）午後１時～２時３０分に、小国診療所検診棟１階検

診室にて行います。まだ、定員に余裕がありますので、ぜひこの機会に受診してはいかがですか？ 

検診をご希望の方は、小国支所市民生活課保健係（電話９５－２６００）までお申し込みください。料金

は６００円（７０歳以上は無料）です。 

 

問小国支所市民生活課 保健係 電話９５－２６００

◇毒キノコ食中毒 予防のポイント 

１ 食用と正確に判断できないキノコは絶対に食べない、人にあげない。 

   →確実に鑑定できる専門家に判断してもらいましょう。近くの地域振興局健康福祉（環境）部（保

健所）でも受け付けています。 

２ 様々な「言い伝え」は根拠のない迷信であるので、信じない。 

   →主な迷信 ①柄が縦に裂ければ大丈夫・・・・ほとんどの毒キノコは柄が縦に裂けます。 

         ②ナスと一緒に料理すれば大丈夫・・・・中毒を起こした例は多数あります。 

         ③虫が食べているキノコは食べられる・・・・虫は毒キノコも食べます。 

 

 

 

 

 

問小国支所市民生活課 環境係 電話９５－５９００

毒キノコ食中毒発生注意報、発令中！ 

 

 キノコ狩りシーズンをむかえ、山々には多くのキノコが生えています。そんななか新潟県では、９月１５

日に毒キノコによる食中毒患者第１号が発生したことを踏まえ、「毒キノコ食中毒発生注意報」を発令しま

した。 

 毒キノコ食中毒の予防についてまとめてみました。食中毒に気をつけて、秋の味覚を楽しみましょう。 
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高齢者交通事故防止運動実施中 １０月１日（木）～１１月３０日（月） 

～自動車の早めのライト点灯と、歩行者の反射材の活用で、交通事故を防止しましょう！～ 

 
 
 
 
■くらしのカレンダー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「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２１年１０月１日現在） 

 前月比 

人口総数 ６，４４５人 －１５ 

男 ３，１４３人 －６ 
内訳 

女 ３，３０２人 －９ 

 

世帯数 ２，１５１世帯 －１ 

１０月 

23 金  

24 土 

小国診療所 休診日 

写経 

「お笑い劇団」公演（養楽館） 

25 日 

小国地域総合防災訓練 

小国診療所 休診日 

そば打ち 

26 月  

27 火 離乳食相談～小国診療所検診棟～（午前） 

28 水  

29 木  

30 金  

31 土 
小国診療所 午前診療日 

「お笑い劇団」公演（養楽館） 

 

１１月 

1 日 小国診療所 休診日 

2 月  

3 火

文化の日 

第 34 回おぐに秋まつり 

小国診療所 休診日 

4 水  

5 木  

6 金  

7 土
小国診療所 午前診療日 

着付けと帯結び（午後） 
長岡市プレミアム商品券「愛・義フト」の使

用期限です。使い忘れはありませんか？ 8 日
小国診療所 休診日 

そば打ち 

9 月  

10 火  

11 水  

12 木
ひまわり保育園 未入園児交流会 

折り紙アート 森のふくろうとわらべ 

13 金  

14 土 小国診療所 休診日 

※ は通常９：３０からですが、午後と表示され

ているものに限り１３：３０から始まります。人数制限、体

験料等の問い合わせは「みんなの体験館 電話９５－３１

６１」へお願いします。 

※ の詳細は、小国グリーンツーリズム推進協

議会（小国支所産業課内） 電話９５－５９０６までお問い

合わせください。 

※ 講座の開催時間は次のとおりです。講座の詳細は小国公

民館 電話９５－３５７５へお問い合わせください。 

小国診療所 診療日 
15 日

着付けと帯結び（午後） 

小国診療所 休診日 

婦人検診（追加）～小国診療所検診棟～（午後） 16 月
コンニャク作り 

17 火  

18 水  

19 木 心の健康相談～小国診療所検診棟～（午後） 

20 金 支所からのお知らせ発行日 
（＊印…９：００～１１：３０，☆印…１９：３０～２１：００）

21 土 小国診療所 午前診療日 

22 日 小国診療所 休診日 

23 月

勤労感謝の日 

小国診療所 休診日 

コンニャク作り 


