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支所からの
お 知 ら せ
小国音頭

もちひとまつり・おぐに大花火大会
ミ・アモーレプロジェクト

平安行列

神輿渡御

８月 23 日（日）
、夏の大イベント「もちひとまつり・おぐに大花火大会」が盛大に行われました。来場者数は
10,000 人余り。皆さまからいただきましたおぐに地域の花火・フェニックスへの協賛金は、1,468,770 円でした。
多くの方からご協賛いただき、心よりお礼申し上げます。
小国地域野球大会

優勝した高校生チーム

８月 15 日（土）
、直前の雨で開
催が危ぶまれましたが、参加者の
熱意により晴天に変わり、８チー
ムによる白熱したトーナメント
戦が繰り広げられました。若さあ
ふれるプレーで観客を魅了した
「高校生チーム」が、見事栄冠に
輝きました。
【優 勝】高校生チーム
【準優勝】クルーズ

ゆるキャラグランプリに「おぐりん」がエントリー！
話題の「ゆるキャラグランプリ２０１５」に、私達の「おぐりん」がエントリーしました！
投票〆切は 11 月 16 日（月）18:00 となっておりますが、期間中は毎日投票することができます。
長岡市 11 地域のゆるキャラたち全てがエントリーしているので、ライバルたちに負けない
ように応援＆投票をよろしくお願いします！
産業建設課 商工観光係 ☎９５-５９０６
ホームページはこちら→http://www.yurugp.jp/
発行・編集：小国支所地域振興課
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平成 28 年度小国芸術村展示作品募集のお知らせ
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来年度「芸術村会館」の展示スペースでご自身の作品やグループの作品等、展示を希望される方を募集します。
展示条件：① ご自身で展示物の搬入や展示、期間終了後の搬出が可能な方
② 展示期間中、作品に特別な手入れが必要でないこと
③ 事前に地域振興課と打合せが可能で連絡が取り合える方
締め切り：９月 25 日（金）
申込み先：小国支所地域振興課 教育支援係まで
※展示する作品の出展数により合同開催となることがあります。
また、例年行っている展示期間等の都合により、希望時期が合わない
場合があります。年間展示計画は、地域振興課でとりまとめを行います。
地域振興課 教育支援係 ☎９５－５９０５

「津軽三味線と民謡の

おぐりんの森であそぼう

原田英昌ショー」のお知らせ
船橋英昌会・英昌会小国支部・小国民謡教室の皆様の
ご協力により、「津軽三味線と民謡の原田英昌ショー」
を開催します。この機会に是非、津軽三味線や民謡をお
楽しみください。
入場無料ですので、どなたでもご自由にご鑑賞いただけ
ます。
日
時：10 月 19 日(月) 午後１時 30 分から３時
会
場：救護施設おぐに荘 体育館
皆様お誘い合わせの上、ご来場いただきますよう入所
者・職員一同、心よりお待ちしております。
救護施設 おぐに荘 ☎９５－３４００

～PART2～
秋の一日、小国の野山で遊びませんか？保育園
から小学校低学年の親子 20 組大募集!!
開催日時：10 月 12 日（月・祭日）
午前 10 時から午後３時
会
場：おぐに森林公園
参 加 費：大人 1,000 円、子ども無料
（自然体験料、昼食代含む）
ｽ ｹ ｼ ﾞ ｭ ｰ ﾙ：（午前）公園内での遊び。焼いも体験
（昼食）田舎料理ビュッフェ形式
（午後）竹細工のおもちゃを作って遊ぶ
申込締切：９月 25 日（金）
小国観光協会よっていがんかい☎９５－５５０５

地域おこし協力隊の
導入を検討しています

目指せ事故ゼロ！
～秋の全国交通安全運動～
９月 21（月）から 30 日（水）まで、秋の全国交通
安全運動が実施されます。今回の運動スローガンは
「秋の道 早めのライトで 事故防止」
。この運動は、
交通事故が多発する秋に交通事故の防止の徹底を図
るために行われます。また、９月 30 日（水）は、交
通事故死ゼロを目指す日です。皆さんも普段以上に安
全運転を心がけ、事故ゼロを目指しましょう。
地域振興課 地域振興･防災係

「地域おこし協力隊」とは、都市部の人から地方に住ん
でもらい、地域協力活動を行いながら定住を図る取り組み
です。現在全国で約 1,500 名の隊員が活躍しています。
集落内に居住用の住宅を用意できることや、世話役を選
出することなど受け入れに必要な体制が整っており、受け
入れを希望される集落を調査します。希望される場合は、
９月 25 日（金）までに下記 問 へお問合わせください。

☎９５－５９０５

地域振興課 地域振興･防災係

トレイルランナーズカップおぐに

☎９５－５９０５

走るコースを整備中です!!

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、おぐに森林公園で開催されます。
歩いての参加もＯＫなので、運動が苦手な方もお気軽にお越しください。
当日の申し込みも大歓迎です！
開催日時：10 月 12 日（祝・月）午前 11 時から
会 場：おぐに森林公園 と 開拓コース
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
種
目：2.5 キロ、10 キロ
◆ミニ講習会、用品レンタルともに無料！
☆大会の詳細は、
「トレイルランナーズ」ホームページをご覧ください。http://www.trailrunners.jp/
トレイルランナーズ ☎６６－７９９１
産業建設課 商工観光係 ☎９５－５９０６
‐２-
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国勢調査活動実施中！

国勢調査は、５年に一度、日本に住んでいるすべての人・世
帯を対象とした統計調査です。

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。
今回からインターネット回答ができるようになりました。
現在、調査員が各世帯に調査書類を配布中です。この調査では，先にインターネットでの回答を受け付け，
インターネットで回答されなかった世帯には紙の調査票を配布して調査を行います。

いつでもどこでも，便利に回答。
パソコンやスマホでの回答を可能に！

インターネット回答がなかった世帯には
調査員が調査票をお配りいたします！

インターネット回答は

調査票での回答は

10日～20日

９月

10月

国勢調査をよそおった「かたり調査」
にご注意ください！

１日～７日
提出は、郵送または
調査員に手渡す方法
を選択できます！

または
地域振興課 地域振興･防災係

処分に困ったそんな時は…

☎９５－５９０５

まだ使える、

資源物拠点回収を行います

もったいない

まだ使える、捨てるにはもったいない！衣類や食器
壊れてしまったヒゲそりやドライヤーなど家庭で出た物に限ります。

壊れて

回収日時：９月 27 日（日） 午前９時から正午まで
しまった
回収場所：小国支所裏 車庫
回収品目：リユースビン、古着・古布、食器類、小型家電、ビン・缶・ペットボトル、古紙類、
使用済み天ぷら油、靴、かばん、ベルト、ミックスペーパー
※１回目の回収時に食器類を袋に入れ、持参された方が見受けられました。（回収不可）
６
新聞紙等で包み、箱に入れて出してください。（重ねて搬出するため）
そ の 他：拠点へ持ち込む場合のみ、無料で引き取ります。
※ 品目によって、対象条件が異なります。不明な点は下記 問 へお問い合わせください。
市民生活課 環境係

長岡市長選挙

期日前投票所の投票立会人を募集します

☎９５－５９００

11 月８日（日）は長岡市長選挙
の投票日です

事務内容：期日前投票が公正に行われるように、投票手続き全般の立会い
募集人数：各期日前投票所１日につき２人（申込者多数の場合は抽選で決定）
期
日：11 月２日（月）から７日（土）の希望する日（複数日可）
時
間：午前８時 30 分から午後８時 ※リバーサイド千秋期日前投票所は午前９時から午後８時
会
場：市内 13 か所の期日前投票所のうち希望する１か所
対
象：長岡市の選挙人名簿に登録されている人で、特定の候補者に直接関係のない人
報
酬：１日 9,500 円※リバーサイド千秋期日前投票所は１日 9,100 円（食費、交通費は自己負担）
※所得税を源泉徴収し、口座に振り込みます。
申 込 み：10 月 15 日（木）までに、所定の申込書に記入の上、各支所地域振興課又は選挙管理委員会へ提
出してください（郵送、ＦＡＸ可）
※申込書は、市ホームページ、各支所地域振興課、選挙管理委員会にあります。
そ の 他：申込者全員に結果をお知らせします。詳しくは下記 問 へお問い合わせください。
長岡市ホームページはこちら→http://www.city.nagaoka.niigata.jp/
地域振興課 総務係 ☎９５－５９０５ Fax９５－２２８２
選挙管理委員会
☎３９―２２４１ Fax３９―２２７７
‐３-

くらしのカレンダー
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※小国診療所：毎週木曜日午後 整形外科診療あり

山古志散策スタンプラリー
山古志地域を４つに分けて、イベントやお店を巡って
スタンプを集めよう！
３つのスタンプで参加賞、４つ全て集めると抽選で特産
品をプレゼントします。
開 催 期 間：８月 22 日（土）から 10 月 31 日（土）
景品交換会場：やまこし復興交流館おらたる
※台紙の受付は 11 月８日（日）まで
台紙は、小国支所１Ｆ情報ラウンジにも設置！
長岡山古志地域ふるさと創生基金事業実行委員会
事務局（山古志支所地域振興課内） ☎５９－２３２８

小国地域の人口（平成２７年９月１日現在）
前月比
人口総数
内訳

世帯数

「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/
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※外国人世帯・人口を含みます。
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