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支所からの
お 知 ら せ

優勝

第５分団第３部 原小屋

小国中学校

５月 22 日（日）
、長岡市消防団小国方面隊春季消防
演習が行われました。
小型ポンプ操法競技会の結果は
優 勝 第５分団 第３部 原小屋
第２位 第４分団 第２部 下 村
第３位 第３分団 第４部 楢 沢

平成 28 年度 長岡市消防団
小国方面隊 春季消防演習
老人クラブゲートボール大会
５月 30 日（月）
、小国ゲートボールコートで、老人
クラブの春季ゲートボール大会が行われました。
和気藹々とした雰囲気の中、
熱戦が繰り広げられました。

優勝した第５分団第３部は、小国方面隊の代表として６月５
日に行われた長岡市消防団ポンプ操法競技会兼新潟県消防協会
長岡地区支会代表選考会に出場し健闘しました。

結果は、
優 勝 原チーム
第２位 桐沢チーム
第３位 下村チーム でした。
発行・編集：小国支所地域振興課

吹奏楽部

キッズビクス
６月４日（土）、子育ての駅おぐにで、２～４
歳児を対象にキッズビクスが行われました。
親子で一緒に楽しくダンス♪ダンス♪
TEL0258-95-5905

FAX0258-95-2282

Email ogn-chiiki@city.nagaoka.lg.jp

農作物に対する「有害鳥獣駆除」のお知らせ
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例年、農作物被害があることから銃器及びわなを使用した有害鳥獣駆除を実施しています。
●実施駆除
（１）銃器を使用した「カラスなどの鳥類」駆除
（２）わなを使用した「タヌキなどの獣類」駆除
※ 実施時期は、10 月末までの予定です。
※ 市街地では銃器を使用した駆除は行いませんが、市街地に隣接する耕作地や里山などで駆除を行う際に、
市街地まで発砲音が聞こえることがありますのでご承知おきください。
※ また、実施期間中は発砲音のする区域には近づかないようお願いします。
問 長岡市農水産政策課
小国支所産業建設課

“緑の募金”へのご協力
ありがとうございました！
本年度の「緑の募金」運動では、小国地域で
総額 177,637 円のご協力をいただきました。
お寄せいただきました募金は、（公社）にい
がた緑の百年物語緑化推進委員会へ送り、森林
整備、学校・公共施設の緑化や、
次代を担う緑の少年団の育成
など、県内の緑化推進に
活用させていただきます。
問 小国支所産業建設課 ☎９５－５９０６

☎３９－２２２３
☎９５－５９０６

『第７回おぐにかかしまつり』
開催のお知らせと作品大募集!!
小国の風物詩といえる“かかしまつり”を今年も開催
します。ユニークな作品、アイディア満載の作品をお待
ちしています。
開催日：８月６日（土）～16 日（火）
会 場：おぐにせせらぎ公園
申込み：７月 19 日（火）まで
その他：参加賞あり。
個人・団体問わず出品できます。
問 小国観光協会よっていがんかい

☎９５－５５０５

おはようマラソン記録会に参加しませんか
走ろう会では、１～４ｋｍまでの４つのコースを用意して「おはようマラソン記録会」を
実施します。自分にあったコースを選んでお気軽にご参加ください。
日
時：６月 26 日（日）午前６時 30 分受付開始、７時スタート予定
集合場所：新町克雪広場
コ ー ス：新町克雪広場から諏訪井集落方面に１ｋｍ・２ｋｍ・３ｋｍ・４ｋｍの４コース。
そ の 他：希望者は、午前６時 30 分までに新町克雪広場に集合してください。事前申込みは不要。
小雨の場合は決行します。当日の「実施・中止」は、特に連絡しませんので、各自でご判断
ください。
主催：小国地区体育協会

音楽の森

２０１６夏

小国地域内外で活躍する演奏家が出演するコ
ンサートを開催します。様々なジャンルの音楽
を通して交流をお楽しみください！
開催日：７月 18 日（月・祝）
時 間：午前 11 時～午後４時
会 場：おぐに森林公園
飲食コーナーやワークショップもあります。
問 音楽の森プロジェクト 荒井
☎０８０－５４３４－９５４３

共催：小国公民館
主管：小国走ろう会
問 小国走ろう会 安澤 ☎９５－２２２１

町民グラウンドゴルフ大会
参加者募集！
日
時：７月３日（日）午前９時～
会
場：総合グラウンド
参 加 費：無料
申込方法：電話で事務局まで
申込締切：６月 30 日（木）
主催：小国地区体育協会 共催：小国公民館
主管：グラウンドゴルフクラブ
問・申込み
グラウンドゴルフクラブ事務局 今井則子
‐２☎０９０－３１４２－９９０９

「地域連携フォーラム」開催のご案内

平成 28 年 6 月 17 日発行

今年度末で、小国の３小学校が統合し、新たなスタートを切ることとなりました。
小国地域が一つとなって、
「ふるさと小国を愛する子どもを育てる」ために、
今それぞれの立場でできることを考えるチャンスとなる講演会を企画しました。
保護者・地域の皆さまから多くのご参加をお願いします。
●日 時
●会 場
●講 師
●演 題
●その他

７月８日（金） 午後６時～８時
小国商工物産館（２階）
真柄 正幸氏（新潟市アグリパーク教育ファーム園長）
「ふるさと小国を愛する子どもを育てよう（仮）」
地域の皆さまは申込みの必要はありません。直接会場へお越しください。
問 下小国小学校 ☎９５－２２０８

あきらめないで

相談を！

訪問販売・電話勧誘販売などの契約解除には、「クーリング・オフ」制度を利用しましょう。
クーリング・オフとは、訪問販売などの特定の取引の場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除
できる制度です。セールスマンなどから強引な勧誘を受け、契約してしまった場合などに利用できます。
◆契約書面を受け取った日を含めて８日以内（例外もあります）に書面で通知します。
クーリング・オフができるかどうか、詳しくは消費生活センターへお問い合わせください。
クーリング・オフ期間を過ぎてもあきらめずに、まずはご相談ください。
●困ったときは
長岡市消費生活センター ☎３２－００２２
【受付時間】月～金曜日 午前９時～午後４時 30 分
※土曜・日曜・祝日・年末年始は休み
新潟県消費生活センター ☎０２５－２８５－４１９６
【受付時間】月～金曜日 午前９時～午後５時
土曜日
午前 10 時～午後４時 30 分（電話相談のみ）
※日曜・祝日・年末年始は休み ※来所相談は予約制

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
回収品目

７月３日（日） 午前９時～正午
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

おぐに森林公園みんなの体験館からのお知らせ
みんなの体験館では、子供会・育成会・親子行事の楽しい体験を各種用意しています。体験には事前の
申込みが必要となります。皆さまのおいでをお待ちしております。
問 養楽館 ☎９５－３１６１
‐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
毎週水曜日の午後は医科休診します
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※１ みんなの体験館
時間：午前９時 30 分～（通常）
募集定員、体験料等：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。
ヨガ教室
※２ 昼
※３ 夜

は、
午前 10 時～11 時 指導者･小林奈津子さん
午後６時～７時
指導者･金内恵美さん

※４

特定健康診査・後期高齢者健康診査、がん検診
（結核・肺、胃、大腸）
受付時間：午前 8 時 30 分～10 時 30 分
※胃・大腸がん検診を受診する場合、予約必要。
詳細は、 健康カレンダーをご覧ください。
問い合わせ 市民生活課保健係 ☎９５－５９００

※５ 総合健診
受付時間：午前 8 時 30 分～10 時 30 分
※特定健康診査とがん検診が同時受診可。
※胃・大腸・子宮・乳がん検診を受診する場合、予約必要。
詳細は、 健康カレンダーをご覧ください。
問い合わせ 市民生活課保健係 ☎９５－５９００
※６ 成人講座 は、
６/25（土）
「ハーブとアロマで女子力ＵＰ」
午前 10 時～11 時 30 分
７/２（土）
「ケータイ安全教室」
午後 1 時 30 分～３時
申込み・問い合わせ 小国公民館 ☎９５－３５７５

食中毒菌が増殖しやすい季節となりました。
食中毒を起こさないように注意しましょう。
・調理前、トイレ後、肉や魚に触れた後は
石けんで手をよく洗いましょう。
・調理器具はよく洗浄消毒しましょう。
・調理した食品は室温に長時間放置せず、10℃以下で
冷蔵保管するか、できるだけ早く食べましょう。
・食品は中心までよく加熱して食中毒菌を死滅させましょう。

小国地域の人口（平成２８年６月１日現在）
前月比
人口総数

※７ 「ふるさと再発見！」ふれあいまち歩き Part３ は、
上栗・七日町方面。午前 9 時～11 時 30 分。
定員：先着 20 名。集合：小国民俗資料館
申込みは１週間前までにお願いします。
申込み・問い合わせ 小国公民館 ☎９５－３５７５

‐４-

内訳

世帯数

５，５５１

－７

男

２，６４６

－２

女

２，９０５

－５

２，０９０

－４

「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で
ご覧いただけます。
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/

