おぐに
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支所からの
お 知 ら せ

おぐに桜まつり
４月 24 日（日）第７回おぐに桜まつりが
せせらぎ公園で行われました。
大勢の子どもたちが、桜の間を走り回った
り、わたあめ・焼きそばなどをほおばったり。
大人も子どももうららかな春の一日を楽し
みました。

ひまわり保育園

交通安全指導

４月 25 日（月）
、ひまわり保育園で交通安全
指導が行われました。
小国交番の栗川交番長から交通安全について
のお話を聞きました。
パトカーに乗せてもらって、おまわりさんに
なった気分でアナウンスを体験しました。

～県内で交通死亡事故が多発しています!交通事故にあわないよう十分注意しましょう～
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

参議院議員通常選挙（任期満了日は７月 25 日）
期日前投票所の投票立会人を募集します
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市民のみなさんの政治や選挙に対する関心を高め、選挙をもっと身近なものに感じてもらえるよう、期日
前投票所の投票立会人を募集します。
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＝期日前投票期間（投票日前日までの 16 日間）のうちの希望する日（複数日可）
※投票日が未定のため、申込み後に希望日の調査を行います。
時
間＝午前８時 30 分～午後８時 ※リバーサイド千秋期日前投票所は午前９時～午後８時
会
場＝市内 13 カ所の期日前投票所（アオーレ長岡、さいわいプラザ、リバーサイド千秋
及び各支所期日前投票所）のうちの希望する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＝６月６日（月）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、メール可）
※申込書は、各支所地域振興課、選挙管理委員会にあります。また、市のホームページ
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/download/cate20/からもダウンロードできます。
そ の 他＝申込者全員に結果をお知らせします。
問 小国支所地域振興課 総務係 ☎９５―５９０５ Fax９５―２２８２
選挙管理委員会 ☎３９―２２４１ Fax３９―２２７７

平成 28 年度

小国地域

健康診査のご案内

●結核・肺がん検診（対象者：40 歳以上）

※予約不要

午前

午後

実施日
受付時間

会 場

受付時間

会 場

9:10～9:30

大貝公民館

13:10～13:30

森光公民館

9:40～10:00

三桶公民館

13:40～14:00

小栗山集落開発センター

10:10～10:30

苔野島駐車場

14:10～14:30

相野屋様駐車場

10:40～11:00

原克雪広場

14:45～15:05

八王子分館

11:10～11:30

諏訪井駐車場

9:20～9:40

法末共同車庫

13:10～13:30

新町集落センター

６月 16 日

10:00～10:20

太郎丸農協倉庫

13:40～14:00

おぐにコミュニティセンター

（木）

10:30～10:50

上岩田公民館

14:10～14:30

法坂ふれあい館

11:00～11:20

楢沢集会所

14:40～15:00

桐沢公民館

9:10～9:30

箕輪集落センター

13:10～13:30

上栗集落開発センター

６月 17 日

9:40～10:00

下村集落センター

13:40～14:00

千谷沢広場

（金）

10:10～10:30

武石公民館前駐車場

14:10～14:30

原小屋集落開発センター

10:40～11:00

七日町担い手センター

14:40～15:00

鷺之島公民館

６月 15 日
（水）

問 小国支所市民生活課 保健係 ☎９５－５９００
‐２-
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消防団小国方面隊春季消防演習を行います！
日ごろの訓練成果を、ぜひ御観覧ください。
●日時：５月 22 日

（日）午前８時から

●会場：小国支所駐車場
●演習内容：通常点検、小型ポンプ操法競技会、放水訓練等
●小国中学校吹奏楽部の演奏披露もあります。
問 長岡消防署小国出張所

☎９５－４１８４

資源物拠点回収を行います
…まだ使えるけど…。捨てるにはもったいないなぁ…。家電が壊れちゃった…。
そんな時は！！家庭から出た物に限り、資源物を回収します。
回収日時 ５月 29 日（日） 午前９時～正午
回収品目 小型家電、食器類、かばん、ベルト、靴、古着・古布、古紙類、
びん・缶・ペットボトル、リユースびん、使用済みてんぷら油、
ミックスペーパー
回収場所 小国支所裏 車庫
※家庭から出た物に限ります！
※回収場所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。詳しくは、「長岡市ごみと資源物の分け方と
出し方」
（平成 27 年 10 月改定版）の 24・25 ページをご覧いただき、不明な点はお問い合わせく
ださい。
問 小国支所市民生活課 環境係 ☎９５－５９００

相談所を開設します!!
名誉・信用の侵害、いじめ、多重債務等でお困りのことはありませんか。
人権擁護委員と法務局職員が相談をお受けします。
相談は無料、予約不要、秘密厳守ですので、ひとりで悩まず、お気軽に
ご相談ください。
◆日時：６月７日（火）午前１０時～午後３時
◆会場：おぐにコミュニティセンター
問 市民生活課 市民係 ☎９５－５９００

～ひとりで悩んでいませんか～

こころの健康相談のご案内

夜眠れない、やる気が起きない、お酒の飲み方が気になる、ボケたのではないか、ストレスによる
体や心の不調…などお気軽にご相談ください。
日 時
場 所
内 容
担 当
定 員
申込み

６月 14 日（火） 午後２時～３時 30 分
早めの気づきや
小国診療所検診棟１階検診室
対応が大切です
個別相談
づ
柏崎厚生病院 松田ひろし院長
３名
予約が必要です。６月７日（火）までに小国支所市民生活課保健係へ。
相談は無料。秘密は固く守られます。
問 市民生活課 保健係 ☎９５－５９００
‐３-

くらしのカレンダー
５
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※小国診療所：毎週木曜日午後 整形外科診療あり

月

小国
診療所

行事等

日･曜日

２０ 金 リズム遊び
２１ 土 閉校記念運動会

（たんぽぽ）

診療

（上小国小学校）

休診

小国芸術村特別展「地域と人を結ぶ交流展」
（～6/26）

（小国芸術村会館）

２２ 日 ルーシーダットン ※１

（みんなの体験館）

２３ 月

休診
診療

２４ 火 発育測定・ 誕生会
２５ 水 ヨガ教室 昼※２ ・夜※３
歯科衛生講座①

（たんぽぽ）

診療

（おぐにコミュニティセンター）

診療

（たんぽぽ）

２６ 木

診療

２７ 金

診療

２８ 土 大運動会
２９ 日 資源物拠点回収

（下小国小学校・渋海小学校）

（小国支所裏 車庫）

休診
休診

３０ 月

診療

３１ 火

診療

※１ みんなの体験館
体験は、通常午前９時 30 分からです。
募集定員、体験料等は、みんなの体験館 ☎９５
－３１６１ までお問い合わせください。
お申込みは３日前までにお願いします。
※２

ヨガ教室

※３

ヨガ教室

昼 午前 10 時から 11 時
指導者･小林奈津子さん
夜 午後６時から７時
指導者･金内恵美さん

※４「ふるさと再発見！」ふれあいまち歩き Part３
6 月 6 日（月）午前 9 時から 11 時 30 分
定員：先着 20 名。小国民俗資料館集合。
申込みは、小国公民館 ☎９５－３５７５まで。
※５ 結核・肺がん検診（対象者：40 歳以上）
申込不要。
問い合わせは、小国支所市民生活課 保健係
☎９５－５９００ までお願いします。
詳細は、２ページをご覧ください。
※６ おぐにママさんの会 は、
6 月 16 日（木） 「虫歯予防について考えよう！」

小国地域の人口（平成２８年５月１日現在）
前月比

■■■■ お詫びと訂正 ■■■■■■■■■■■
人口総数
５，５５８
－１７
平成 28 年４月 15 日号のおぐに支所からのお知らせ
男
２，６４８
－５
記事に誤りがありました。
内訳
女
２，９１０
－１２
５ページ 小国支所の職員を紹介します 内
誤 小国中学校 臨時職員
世帯数
２，０９４
－２
（調理）内山貴子
大橋美佐子
正 小国中学校 臨時職員
（介助員）内山貴子 （調理員）大橋美佐子
「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。
お詫びして、訂正いたします。
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■
‐４-

