おぐに
さくらの会は、地域型介護予防デイ
サービス事業“よ～い、どん”の卒業
生のつどいです。毎月１回、集まって
介護予防に取り組んでいます。
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支所からの
お 知 ら せ
おぐにママさんの会

さくらの会

７月７日（火）
、さくらの会が行われました。
参加者は 33 名。脳トレをした後、七夕の俳句を短冊にし
たため、午後は体操と内容は盛り沢山。
元気の秘訣は、みんなでワイワイ言いながら楽しい時間を
過ごすことなんですね♪。

７月 16 日（木）
、コミセンの子ども若者部会とおぐ
にママさんの会が「流しそうめん」を共催しました。
割った竹を流れてくるそうめんは一層おいしそうで、
参加された 10 組の親子や地域の方達は、目を輝かせ
て夢中になって食べていました。

音楽の森＆オー！グリーンマーケット
音楽の森

オー！グリーンマーケット

７月 19 日（日）
、 おぐに森林公園は、小国和紙で飾られ、長岡市内外から訪れた沢山の人達が自然と調和した野
外音楽ステージでの演奏に聴き入っていました。また、小国の特産品や手作り雑貨・工芸品のお店も並び大盛況でし
た！
発行・編集：小国支所地域振興課

TEL0258-95-5905

FAX0258-95-2282

Email ogn-chiiki@city.nagaoka.lg.jp
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臨時福祉給付金の
申請受け付けが始まります

電気柵に注意してください！
７月19日に静岡県西伊豆町において、設置されてい
た電気柵の近くで、７名の方が感電し死傷する事故が
発生しました。
※電気柵とは、イノシシなどの野生動物の田畑への
侵入を防ぐため、設置されている柵のことです。
当市及び近隣市町村においても電気柵が設置され
ていることから、電気柵周辺の危険表示に注意し、む
やみに近づき電線に触れたりしないよう
注意してください。
特に幼児等には電気柵付近で遊ばせたり、
近づかないようにしましょう。

産業建設課 農林係

☎９５－５９０６

平成 27 年度「日赤社費納入実績」
について報告します
小国地域全体の日赤社費納入金額は下記のとおり
でした。大勢の皆様からご協力いただきありがとう
ございました。
なお、集落ごとの納入額については集落総代へ報
告済みです。
1,761 件
913,444 円
市民生活課 福祉係

消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、給
付金を給付します。
対 象 者：次の全てを満たす人
※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。
① 平成 27 年１月１日現在、長岡市に住民
登録がある
② 平成 27 年度の住民税が非課税（住民税
課税者に扶養されている人などを除く）
③ 生活保護などを受けていない
給 付 額：１人 6,000 円
受付期間：８月４日（火）から 11 月 20 日（金）
給付までの流れ：
① 市から申請書を郵送
② 申請書に振り込み口座などを記入、申請
書と本人確認書類などを返信用封筒に
同封し、市に返送
③市が申請書などを確認・審査後、口座に
振り込み

※臨時福祉給付金を装った振り込め詐欺
にご注意ください!
福祉総務課 臨時福祉給付金班 ☎３９－２９９２

☎９５-５９００

市民生活課 福祉係

トレイルランナーズカップおぐに

オグニー

３歳から出場できる(！)日本一気軽なトレイルラ
ンニング大会 が、小国で開催決定！
開催日時：10 月 12 日（祝月） 午前 11 時～
会
場：長岡市おぐに森林公園 と 開拓コース
種
目：2.5 キロ、 10 キロ
参 加 費：小学生以下 1,000 円（当日受付 1,500 円）
中学生以上 3,000 円（当日受付 3,500 円）
※完走証発行、参加賞、傷害保険を含む
◆参加者は、ミニ講習会・用品レンタルともに無料！
☆大会の詳細、申込方法は、
「トレイルランナーズ」
ホームページをご覧ください。また、事前申込の受付
は、インターネット
のみとなっております。
http://www.
trailrunners.jp/

☎９５－５９００

～未知との接触～

おぐに森林公園で、一風変わった肝試しが開催され
ます。ちょっと不気味で、でも笑っちゃうような宇宙
人「オグニー」に会いに行ってみませんか？
開催日時：８月 29 日（土） 午後６時～10 時
会
場：長岡市おぐに森林公園
参 加 費：無料
※必ず懐中電灯をお持ちください。
※小学生以下のお子様は、保護者の同伴が必要です。
☆長岡造形大学長瀬研究室がプロデュースしている
企画です。
長岡造形大学地域協創課 ☎２１－３３２１
産業建設課 商工観光係 ☎９５－５９０６

水道局職員を名乗る詐欺にご注意を！
水道局の職員を名乗って、
「浄水器の販売」や「配管の
点検」などを行い、金銭を請求する被害が発生していま
す。
水道局では、これらのことは一切行っていません。
不審な点があれば下記 問 へご連絡ください。

トレイルランナーズ
☎６６－７９９１
産業建設課 商工観光係 ☎９５－５９０６
‐２-

水道局業務課
☎３４－１４１２
〃 小国営業所 ☎９５－２４４０
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５年に一度のみんなの調査

10 月１日は国勢調査！ご協力をお願いします。
国勢調査は、５年に一度、日本に住んでいるすべての人・世帯を対象とした調査です。
調査結果は、少子高齢化対策や暮らしの改善のための基礎資料となります。
●国勢調査がスマートに
今回の調査ではじめてインターネット回答を全国で実施。スマートフォンやパソコンを使って、簡単に回答
ができるようになります。
●調査員が直接お宅にうかがいます
９月中旬から調査員が「インターネット回答の利用案内」を配り、一定期間インターネット回答を受け付け
ます。その後、インターネット回答がなかった世帯にのみ調査票を配布します。
調査票の記入内容がわからない場合や調査票が届かない場合は、下記までご連絡ください。日本語での理解
が難しい方のために外国語の対訳集もあります。
●プライバシーは守られます
提出方法は郵送でもＯＫ
調査票は調査員が回収にうかがいます。調査票を封筒に入れ封をすれば、調査員が内容を見ることはありませ
ん。
郵送で提出することもできます。調査票を郵送提出用封筒に入れて投函してください。
何のために調査するの？

どんなことを調べるの？
性別や生年月日、世帯員の数、従業
地又は通学地などの計 17 項目を調
査するよ。

国勢調査の結果は、高齢者の介護・
医療、若者の雇用対策、児童福祉な
ど、さまざまな分野で役立てられる
基礎データになるんだよ。

地域振興課 地域振興･防災係

☎９５－５９０５

「かたり調査」にご注意ください！
調査員は「写真付きの調査員証」「腕章」を身に付け、「手提げ袋」を持っています。
国勢調査を装った不審な訪問者や電話にご注意ください。

小国の「うんめぇ米」大募集！【長岡うまい米コンテスト 2015】
長岡市の米生産農家が追求する「安全・安心・美味しい」長岡米の全国発信と、一層のレベルアップ
を目指し、農家自慢の米の食味を競い、長岡米№１を決定します。
毎年小国のお米は最終審査に
あなたの作ったおいしいお米の実力を試してみませんか！？
進んでいます！そのこだわり！
証明するなら米コンで！！

出品参加方法
部門・参加資格：個 人 部 門 長岡市に住所を有する農家、法人・生産組合等の団体
学校田部門 学校田を有する小学校
出品点数・品種：１応募者何点でも可能、学校田部門は１点のみ
平成 27 年産米の国内銘柄（低アミロース米、もち米は除く）
申 込 方 法：産業建設課または農政課にある申込書に必要事項を記入して提出
長岡うまい米キャラクター
「まんまくん」
（長岡市ホームページからもダウンロードできます）
申 込 期 間：８月 31 日（月）まで
参
加
料：個 人 部 門 １点当たり 1,500 円（後日納付） 最終審査
上位 16 点の米を食べ比べします。
学校田部門 無料
期日： 11 月 15 日（日）
提
出
物：個 人 部 門 玄米２㎏と出品米の栽培履歴
会場：アオーレ長岡 アリーナ
（後日提出）
学校田部門 玄米２㎏と稲作体験活動記録
産業建設課 農林係
農林部農政課
‐３-

☎９５－５９０６
☎３９－２２２３

くらしのカレンダー

※小国診療所：毎週木曜日午後 整形外科診療あり
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地域のみなさんも是非、お越し
ください！
園児達のお店屋さんもあります。

いのちの総合相談会
保健師や弁護士などの専門家が、こころやから
だ、お金や生活の悩みなどの相談に応じます。
日
時：９月 11 日(金)
時
間：午前９時 30 分から午後０時 30 分
会
場：さいわいプラザ
定
員：６人先着
参 加 料：無 料
申し込み：９月７日（月）までに下記 問 へ
お申込みください。
健康課

「小国支所からのお知らせ」カラー版は、長岡市
ホームページご覧いただけます。
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/

含
み
ま
☎３９－７５０８
す
‐４- 。
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小国地域の人口（平成２７年８月１日現在）
前月比
人口総数
内訳

世帯数

５，６８５

－１３

男

２，７１５

－１０

女

２，９７０

－３

２，１０９

＋３

