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支所からの
お 知 ら せ

第 49 回小国中学校卒業式
３月４日（金）
、小国中学校で第 49 回
卒業式が行われました。48 名の卒業生の
代表が、新たな旅立ちや家族への感謝の
気持ちを答辞に込め、希望を胸に力強く
巣立ちました。

第 29 回おぐに雪まつり
フリースタイルモトクロスショ―

ＢＭＸフラットランドショー

２月 27 日（土）
・28 日（日）
、第 29 回おぐに雪ま
つりが開催されました。両日とも天候に恵まれ、
4,000 人もの来場者で賑わいました。27 日は、参加
集落による雪ぼたるの幻想的な灯りに包まれ、翌 28
日は、おぐに森林公園を会場に、ＢＭＸフラットラ
ンドショーやダンスなどの“ステージイベント”
、
おいしい味覚の”ふるさと屋台村“、親子で楽しめ
る”雪上わんぱく広場“、そして交流体験館では”
おぐに雪語り”と盛りだくさんの内容が行なわれ、
中でも“おぐに雪上フリースタイルモトクロスショ
―！2016“ではプロライダーによる華麗なパフォー
マンスにひと際注目が集まり、バイクが宙を舞うた
びに歓声があがっていました。
発行・編集：小国支所地域振興課

TEL0258-95-5905

雪上わんぱく広場

FAX0258-95-2282

Email ogn-chiiki@city.nagaoka.lg.jp
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新１年生交通安全教室

ケンちゃん、
交通ルールを守って事故にあわないようにしようね！

右手って
どっちかな？

おへそを向けて♪
右･左･右！

小学校の登下校、
気をつけてね！

３月１日（火）、ひまわり保育園
で交通安全教室が行われました。
おぐにコミュニティ協議会まちづ
くり部会の企画で、県警交通企課
の方から腹話術などで道路の渡り
方や歩き方の指導を、小国交番長
からは小学校登下校時の防犯指導
と透明の窓つき傘がプレゼントさ
れました。

春の全国交通安全運動

～ ゆずり合う やさしいマナーに 春の風
～
４月６日（水）から１５日（金）まで「春の全国交通安全運動」が実施されます。新入学の季節を迎え、子
どもたちが慣れない道を登下校します。地域ぐるみで子どもを交通事故から守りましょう。 交通安全運動を
きっかけに、自分の身の回りの交通安全について見直してみましょう。
運 動 の 期 間：平成２８年４月６日（金）から４月１５日(金)まで
運動の重点項目：◎子どもと高齢者の交通事故防止
◎自転車の安全利用の推進
◎全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの
正しい着用の徹底
◎飲酒運転の根絶
◎歩行者の保護
地域振興課地域振興・防災係

男女平等推進センター「ウィルながおか」
の出前相談をご利用ください。
夫婦間や家族間の誰にも言えない悩み、なんでも
お話しください。
女性相談員が一緒に解決方法を考えます。
まずは相談専用電話０９０－４０６４－６０１７
にご連絡ください。
受付時間：月曜日～金曜日 10：00～16：30

‐２-

☎９５－５９０５

「統合失調症」を学んできました
２月 24 日、心の健康づくり講座が行われ、
「なるほど…統合失調症は、脳内のドーパミ
ンが関係する病気だったのか…。」と、参加
者は講師の山下先生のお話を熱心に聞き入
っていました。
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「トレイルランニングの魅力と
地域づくり」講演会開催のご案内

年一回の予防注射は
愛犬家の義務です

小国観光協会よっていがんかいでは、下記のとおり
講演会を開催します。多くの地域の皆さまのご参加を
お待ちしています。
日 時：３月 22 日（火）
午後６時 10 分～７時 10 分
会 場：小国商工物産館
講 師：トレイルランナーズ新潟 西山亜紀氏
演 題：トレイルランニングの魅力と地域づくり

犬の飼い主は毎年１回、狂犬病の予防注射を受け
させなければなりません。小国地域での実施は下記
のとおりです。
実施日：４月 13 日（水）
実 施 時 間：午前 10 時 10 分から 11 時まで
会 場：小国支所庁舎裏車庫
料 金：登録済みの犬は 3,200 円
新規登録の犬は 6,200 円
予 約：不要です。
その他：長岡市内のどの集合注射会場でも注射を
受けることができます。
（詳細は市政だより４月号をご覧ください）
※登録済の犬の飼い主には、個別に案内を送付し
ます。（３月中旬発送予定）

小国観光協会よっていがんかい
☎９５－５５０５

冬の里山はおもしろい！

市民生活課 環境係 ☎９５－５９００

粗大ごみ受付日時が変わります
平成 28 年４月から電話での粗大ごみ受付日時が変
更となります。
変更日：４月１日から
受 付 日 時：毎週 月～金曜日午前８時 30 分～午後５時
（祝日・振替休日及び年末年始は除く。）
※３月中は土曜日も受け付けています。
その他：ＦＡＸ及びインターネット（長岡市ＨＰ）
からの申込みは、24 時間受信します。
受付後にメールか電話で返信します。
★粗大ごみ申込専用 電話：0258-25-0053
ＦＡＸ：0258-25-0064

２月 27 日(土)、おぐに森林公園で「冬のおぐに里
山発見ツアー」が行われました。冬は雪に覆われたま
ま誰も入ることのない森林公園ですが、スノーシュー
を履いて歩いてみればそこには楽しい発見がたくさ
ん。当日は天候にも恵まれ、みなかみ町(群馬県)から
来られたネイチャーガイドの長浜さんと動物の足跡
や食痕などを観察しながらおよそ３時間の散策を楽
しみました。森林公園の新しい楽しみ方が一つ増えた
ような気がしました。
リスの食痕を観察中

春は粗大ごみの申し込みが多くなります。
早めの申し込みをおすすめします。
市民生活課 環境係 ☎９５－５９００

小国の自然を守りたい
上小国小学校の３・４年生は総合の学習で、渋海川の水質や魚を調べたり、昔の話を聞いたりしました。魚
が減っているという話も聞きました。私たちは、このきれいな渋海川やそこに生きる魚たち、そして小国の豊
かな自然を未来に残したいと考えました。私たちにできることは何かを考え、そのことを地域のみなさんにも
知ってもらいたいと思い、チラシを作りました。支所にも置かせてもらっています。ぜひ手に取って読んでみ
てください。
頑張って作
りました。
ぜひ読んで
ください。

上小国小学校 ☎９５－２０６９
‐３-

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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平成 28 年度米百俵号巡回日程表
停 車 場 所
ひまわり保育園
渋海小学校
上岩田地区多目的集会施設
苔野島集落開発センター
おぐにコミュニティセンター
下村集落集会施設
上小国小学校
鷺之島公民館

停 車 時 間
９：30～10：30
10：40～12：00
13：10～13：30
13：45～14：05
10：40～11：10
11：20～11：40
13：00～13：40
14：00～14：20

巡 回 日

下小国小学校

13：00～14：00

４/12（火）

５/10（火）

６/６（月）

７/４（月）

９/２（金）

10/４（火）

11/２（水）

12/２（金）

１/11（水）

３/２（木）

４/14（木）

５/12（木）

６/８（水）

７/６（水）

９/６（火）

10/６（木）

11/７（月）

12/６（火）

１/13（金）

３/６（月）

４/26（火） ５/24（火） ６/20（月）
10/19（水） 11/17（木） 12/16（金）

７/19（火）
１/25（水）

９/16（金）
３/16（木）

長岡市立中央図書館 ☎３２－０６５８

小国地域の人口（平成２８年３月１日現在）
前月比
人口総数
内訳

世帯数

５，６１１

－１５

男

２，６６９

－５

女

２，９４２

－１０

２，１００

－４

人
口
を
含
み
ま
す
。

※
外
国
人
世
帯
・

ひまわり保育園の卒園式・入園式の日は、
子育ての駅たんぽぽは休館日となります。
「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。
‐４- http://www.city.nagaoka.niigata.jp/

