おぐに
１月 31 日（日）
、小国町商
工物産館で小国地域のスポー
ツ振興に功績が顕著だった方
や競技優秀者を表彰する平成
27 年度小国地区体育協会表
彰式が行われました。
表彰後、体育功労者賞を受
賞された小国診療所金子先生
の講演があり、たくさんの方
が熱心に聴いていました。
受賞者の氏名は２ページ
をご覧ください。
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支所からの
お 知 ら せ
表彰式後の講演会の様子

受賞された皆さん

受賞された皆さん

27 代目６年生の演奏の様子

２月３日（水）、渋海小
学校でしぶみ太鼓引き継
ぎ式が行われました。５･
６年生のしぶみ太鼓 27 代
目としての活動が終わり、
４･５年生の 28 代目へばち
と伝統を守るという熱い
伝統が引き継がれました。
思いが引き継がれました。
28 代目４･５年生の演奏の様子

２月２日（火）
、コミセンでさくらの会が行われました。
参加者は 31 名。午後の体操では「いち･にー･さん･しー」
と元気な掛け声と笑顔がはじけていました。
発行・編集：小国支所地域振興課
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平成 27 年度小国地区体育協会被表彰者名簿

本年度受賞された方々は次のとおりです。
（敬称略・順不同）

● 体育功労者賞（１名）
金子 吉一
多年にわたる小国地区スポーツ振興・健康づくりの功績
● 優秀競技者賞（４名）
山崎 佑花子
平成 26 年度全国高等学校総合体育大会 第 64 回全国高等学校スキー大会 出場
長井 未吹
第 36 回北信越中学校総合競技大会 共通女子 200m １位
片桐 巧真
第 33 回少年軟式野球世界大会 ７位
高橋 吾勢
第 33 回ＩＢＡ秋季東日本少年軟式野球大会 Ａブロック３位
● 体 育 奨 励 賞（39 名）
北原 渚
山田 結美
安澤 莉子
品田 蓮穏
田中 伊織
渡邊 創
高橋 澄快
佐藤 真拓
山岸 拓海
小飯塚 叶多
小林 陸
山岸 叶人
青柳 蓮
山口 春

青柳 楓星
長谷川 大樹
長谷川 晴菜
田辺 諒太
今井 貴彩
春光 湊
中村 龍斗

竹部 珠吹
江口 凌
阿部 奏之介
長谷川 翔太
青柳 陸叶
田辺 滉

田中 亜優
阿部 琉之介
片桐 勇歩
片桐 元気
山口 海
五十嵐 琉悟

大橋
片桐
辰野
坂本
鳥居
今井

宝矢
光誠
遥也
涼輔
諒太郎
貴翔

小国地区体育協会事務局（地域振興課 教育支援係）☎９５－５９０５

第 24 回小国地域インドアペタンク大会の開催
恒例となりました「インドアペタンク大会」を開催します。
大人から子どもまで気軽に楽しめるスポーツです。気軽にご参加ください。
日
時：３月５日（土）午前８時 30 分から受付
場
所：小国会館
ク ラ ス：フリー（性別・年齢問わず）
チ ー ム：１チーム３名～５名（他チームとの重複登録はできません）
試合方法：トリプルス（３人対３人）
対戦方法：＜予選＞リーグ戦
＜決勝＞予選上位チームによる決勝トーナメント戦（チーム数により変更あり）
組 合 せ：事前の代表者会議は行いません。抽選は大会事務局が行います。
申 込 み：２月 15 日（月）から２月 25 日（木）まで（厳守）に下記 問 へお申込みください。
申込み終了後、事務局にて抽選会を行い、詳細を代表者に郵送いたします。
主催：長岡市・長岡市老人クラブ連合会小国支部
共催：小国公民館
主管：小国地区スポーツ推進委員会・長岡市社会福祉協議会小国支所
地域振興課

カチッとね

ベルトが守る

教育支援係 ☎９５－５９０５

その笑顔

３月１日（火）から３月 31 日（木）の１ヶ月間はシートベルト・チャイルドシート着用強化月間です。
この運動は、シートベルトとチャイルドシートの着用を訴え、交通事故発生時の被害の防止・軽減を図るこ
とを目的としています。
ちょっとそこまでだから大丈夫。と思わず、常にシートベルトの着用を心掛けましょう。
新潟県のシートベルト着用率
一般道
運転者着用率
高速道
一般道
後部座席同乗者着用率
高速道

お父さん、お母さん、
一緒にベルトしよう
ね！

全国33位
全国27位
全国９位
全国44位

地域振興課
‐２-

地域振興・防災係 ☎９５－５９０５
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心の健康づくり講座

小国支所 一般事務臨時職員募集
募集人数：１名（期間雇用臨時職員）
勤務場所：長岡市小国支所
職
種：一般事務
応募資格：ワード・エクセルの操作ができる人
学歴・性別不問
＊長岡市臨時職員として通算して５年間
勤務経験された方も応募できます。
雇用期間：平成 28 年３月 10 日から３月 31 日まで
＊雇用期間終了後、勤務成績等により
雇用を更新する場合があります。
仕事内容：窓口・電話のお客様対応、パソコンによる
書類作成、文書の整理等
賃
金：日額 6,180 円
締
切：３月１日（火）ハローワーク受付分まで
✿応募手続･勤務条件等、詳細は下記 問 へ
お問合せください。
地域振興課（担当：小川）☎９５－５９０５

テーマ
～どんな病気？教えて「統合失調症」～
統合失調症は昔からある心の病ですが、意外と知ら
れていません。ご一緒に学んでみませんか？
日

時：２月 24 日（水）
午後１時 30 分～３時（受付午後１時から）
会
場：おぐにコミュニティセンター１階大会議室
講
師：山下メンタルクリニック
院長 山下 正廣 先生
対
象：一般住民
参 加 料：無料
申 込 み：不要 直接会場へおいでください。

市民生活課

保健係 ☎９５－５９００

「冬のおぐに里山発見ツアー」参加者募集中！
冬場は人の入らないおぐに森林公園にスノーシューをつけて遊びに行きませんか？
思う存分雪を楽しんだら、雪の中で頑張って生きている小動物たちの痕跡を探してみましょう、運が良けれ
ばであえるかも？
ツアー終了後は養楽館（入館料サービス！）のお風呂でゆっくり温まってください。
日
時：２月 27 日（土）正午～３時
集合場所：養楽館駐車場（正午集合※お昼は食べてきてください）
参加対象：長靴のサイズ 18cm 以上の方推奨（スノーシューの都合上…ごめんなさい！）
定
員：15 組程度（小学生以下は保護者同伴）
参 加 費：大人 500 円 小学生以下 300 円
服装など：スキーウェアー等の防寒着と長靴でお願いします。
お尻の下に敷く折りたたみ座布団（段ボールでも可）等をお持ちください。
申 込 み：小国グリーン・ツーリズム推進協議会（小国支所産業建設課内）
（☎９５－５９０６ FAX９５－２２８２ e-mail:limo.oguni@gmail.com）
締
切：２月 21 日（日）※土日の受付はＦＡＸもしくはメールのみ
そ の 他：荒天時は中止します。
主催：小国グリーンツーリズム推進協議会 共催：（山財）山の暮らし再生機構
小国グリーン・ツーリズム推進協議会（小国支所産業建設課内） ☎９５－５９０６
小国サテライト ☎４１－９０１１

ただいま加入申込み受付中…【新潟県交通災害共済】
新潟県交通災害共済は、共済加入者が交通事故にあわれた際にその救済のため
見舞金を支給する制度で、県内の全市町村で運営しています。
１人年額 500 円で加入でき、通院７日以上のケガから見舞金が支給されます。
平成 28 年度の会員募集が２月１日（月）から始まりました。集落の総代さんを通じて、
又は直接地域内の金融機関（郵便局を除く）でご加入いただけます。
新潟県内に住所がある方の制度ですが、県外に住んでいても県内の家族と同一
生計の方はご加入いただけます。例えば、県外の学校に通っているお子さんも小国の
家族からの仕送りで生活していれば加入できます。
詳しくは各戸配布されたチラシをご覧ください。
お申込み期間
※英語で書かれたチラシを小国支所地域振興課に用意してあります。
平成 28 年２月１日～３月 31 日
必要な方は下記 問 へご連絡ください。
地域振興課 地域振興・防災係 ☎９５－５９０５
‐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

小国地域の人口（平成２８年２月１日現在）
前月比
人口総数
内訳

５，６２６

－１１

男

２，６７４

－６

女

２，９５２

－５

２，１０４

－３

世帯数

※外国人世帯・人口を含みます。

「さいの神」

写真提供：千谷沢集落

「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/

小正月に行われる行事で
「さいの神」
「どんど焼き」と
呼ばれ、去年飾った正月飾り
などを藁とともに燃やして無
病息災を祈願します。この火
にあたると風邪を引かないと
か、灰を小屋に入れると牛が
丈夫になる、書き初めを焼き、
その灰が高く上がると書が上
手になるなどの言い伝えがあ
るそうです。
‐４-

