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支所からの
お 知 ら せ
３校交流活動
「はじめまして集会」
６月 21 日（火）に、平成 29 年
４月の統合に向け小国地域の３小
学校の児童が渋海小学校に集結。
各学校の代表が、小国小学校を
どんな学校にしたいか発表。
ゲームを通じて、仲間づくりと
楽しい学校生活が過ごせるよう交
流活動を行いました。
新年度は、元気いっぱい、笑顔
いっぱいでスタートできるね！

七夕お招き会

７月７日（木）、ひまわり保育園ではおじいちゃ
ん・おばあちゃんを招いて「七夕祖父母お招き会」
が行われました。
うさぎ・こあら・くま・ぞう組は、遊戯室で七夕
の歌を歌ったり、ふれあい遊びを楽しみ、またクラ
スに移動して「ひまわりの飾り」を作って、プレゼ
ントしました。

大好きなおじいちゃん・おばあちゃんと一緒で
楽しそうな子どもたち♪
でも、それ以上にお孫さんと一緒で嬉しそうな
笑顔の祖父母の皆さんでした。
発行・編集：小国支所地域振興課
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アンケートにご協力をお願いします

長岡市における公共交通の今後のあり方を示す「長岡市地域公共交通網形成計画」を策定するため、市内で
約 4,000 名の方にアンケートをお送りします。アンケートがお手元に届いた場合は、回答にご協力ください。
問

都市整備部 交通政策課

☎３９－２２６７

高齢者向け給付金の申請期限を延長します
高齢者向け給付金の申請期限を８月 17 日（水）まで延長します。申請期限を過ぎると給付金が受け取れ
なくなりますので、対象者は早めに申請してください。
※対象となる可能性のある人がいる世帯の世帯主へ申請書を送付しています。
問

～ひとりで悩んでいませんか～

福祉総務課 臨時福祉給付金班 ☎３９－２９９２
市民生活課 福祉係 ☎９５－５９００

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

９月７日（水） 午後３時～４時
早めの気づきや
対応が大切です
小国診療所検診棟１階検診室
個別相談（無料）
柏崎厚生病院 赤羽医師
２名
予約が必要です。８月 31 日（水）までに小国支所市民生活課保健係へ。
秘密は固く守られます。
問 市民生活課 保健係 ☎９５－５９００

平成 28 年度 小国地域敬老会のご案内
◆日
◆会
◆対

時
場
象

◆申込み

９月 17 日（土） 午前 11 時～
小国会館
昭和 17 年４月１日以前に生まれた人
※今年度から対象年齢が 77 歳以上から 75 歳以上に変更になりました。
７月下旬に往復はがきで案内を郵送しますので、出欠席をご報告ください。
問 市民生活課 福祉係 ☎９５－５９００

交通安全指導所を
開設します
柏崎警察署、柏崎地区交通安全協会、おぐに
コミュニティセンター、小国支所の職員が交通
安全の呼びかけを行います。
シートベルト、チャイルドシートの着用を徹
底しましょう！
◆日 時 ７月 22 日（金）
雨天
午前 10 時～11 時
中止
◆場 所 渋海新橋バス停付近
平安衣装で、交通安全を呼びかけます！
カワイイ交通安全グッズもプレゼント！
問

地域振興課
地域振興・防災係
☎９５－５９０５

マイナンバー制度に
便乗した詐欺に注意
マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治
体の職員が、口座番号、資産や年金・保険の状況等
を聞くことはありません。
・不審な電話はすぐに切ってください。
・万が一金銭を要求されても決して支払わないよう
にしましょう。
・あやしいと思ったら、まずは相談しましょう。
●不審な電話や訪問、商品の送付があった時は
消費者ホットライン ☎１８８
小国交番
☎９５－２０２２
●金融機関をかたる不審な電話などがきた時は
金融サービス利用者相談室
☎０５７０－０１６８１１
‐２-

～ あわてないで！まず、相談！！

～

介護研修会に参加してみませんか！？
◆日
◆内

時
容

◆講 師
◆会 場
◆参加費
◆参加申込
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８月 23 日（火）午前 10 時～午後１時
午前 10 時～正午
研修会「介護のコツ教えます」
オムツの使い方、着替えのコツ、体位変換、ベッドからの移乗など
正午～午後 1 時
昼 食：社会福祉協議会のふれあい弁当介護食を試食します。
交流会：意見交換会
特別養護老人ホームおごしの里 介護職員
「三桶集落公民館」
無 料
◆定 員
16 名
８月 10 日（水）までに問へお申込みください。
※ご都合に合わせて、午前の研修会のみの参加も可能です。
問 市民生活課 福祉係 ☎９５－５９００

平成 28 年度「日赤社費納入実績」について報告します
小国地域全体の日赤社費納入金額は下記のとおりでした。大勢の皆様からご協力いただきありがとうござ
いました。なお、集落ごとの納入額については集落総代へ報告済みです。
１，７５４件
９１８，６４８円
問 市民生活課 福祉係 ☎９５-５９００

第 51 回 小国地域野球大会

８月５日（金）までに下記 問 へ
お申込みください。
恒例のお盆野球大会を下記のとおり開催します。
◆打ち合わせ会
８月８日（月）午後７時 30 分～
奮ってご参加ください。
おぐにコミュニティセンター
◆日
時
８月 15 日（月）午前７時 30 分～
１階大会議室
雨天中止
※打ち合わせ会出席が大会参加の条件です。
◆会
場
おぐに運動公園野球場
主催：小国地区体育協会 共催：小国公民館
総合グラウンド 他
主管：小国野球協会
◆参加資格
小国地域に住所を有する方、
◆参 加 費

◆申し込み

勤務する方及び出身者
無料

問 小国野球協会事務局 相波
☎０８０－５０４１－１１３１

おぐに荘盆踊り大会

地域やボランティアの皆さんのご協力により、
今年も盛大に開催します。

夏の一夜をおぐに荘利用者と一緒に
盆踊りを楽しみませんか？
◆期 日 ８月６日（土）
◆時 間 午後７時 30 分から９時まで
◆会 場 おぐに荘正面駐車場
◆夜 店 大好評！★たこ焼きコーナー★
スーパーボールすくいコーナー
駄菓子コーナー・飲み物コーナー
◆福引大会 景品をたくさん用意しています！

※当日は、送迎バスを運行します。
午後７時 中里郵便局前発→おぐに荘
盆踊り終了後 おぐに荘発→中里郵便局前
※雨天の場合は、おぐに荘体育館で開催します。
～皆さんのご来場を心よりお待ちしています～
問 救護施設おぐに荘 ☎９５－３４００

悪質・危険運転を追放しよう
夏場は、開放感やレジャー等で浮かれた気分と
なり、飲酒運転や速度違反等の悪質・危険違反を
要因とした交通事故が発生しやすくなります。
海や山のレジャーでお酒を飲む機会が増えま
す。飲んだら運転しない、運転するなら飲まない、
飲んだ人には運転させないを徹底し、飲酒運転を
根絶しましょう。

また、旅行や帰省で長時間運転する時は、早め
の休憩を心がけ、居眠り
運転を防ぎましょう。
スピードの出し過ぎや
無理な追い越しは、重大
事故に直結します。ゆと
りある計画で、慌てるこ
となく安全運転を心がけ
ましょう。
問 小国交番 ☎９５－２０２２

‐３-
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くらしのカレンダー

ヨガ教室 は、
※１ 昼 午前 10 時～11 時
※２ 夜 午後６時～７時

※小国診療所：毎週水曜日午後 医科休診
※小国診療所：毎週木曜日午後 整形外科診療あり

指導者･小林奈津子さん
指導者･金内恵美さん

※３ おぐにママさんの会 は、
７月 21 日（木） 午前 10 時～午後２時
「体育館で遊んで、流しそうめんをして楽しもう！」
会 場：小国会館
参加費：大人一人 300 円（幼児は無料）
８月 18 日（木） 午前 10 時～午後２時
「健全な食生活のための食育の話」
※４ 胃・大腸・子宮・乳がん検診
午前８時 30 分～10 時 30 分 ※要予約
問い合わせ 市民生活課保健係 ☎９５－５９００
詳細は、健康カレンダーをご覧ください。
※５ 親子ふれあい運動遊び は、
午前 10 時～11 時
２～３歳児と保護者対象（参加費無料）

出前ウィルながおか相談室
夫婦のこと、家族のこと、ひとりで悩んで
いませんか？あなたと一緒に考えます。まず相談を。。。

小国地域の人口（平成２８年７月１日現在）
前月比
人口総数

０９０－４０６４－６０１７
面接相談は予約制です。まずはお電話ください。
相談受付 月～金曜日（祝日を除く）
午前 10 時～午後４時 30 分
問 男女平等推進センター

クマと思われる痕跡の発見や子グマの目撃情報な
どが寄せられています。
入山や農作業時には、ラジオや鈴を鳴らすなど、
クマに出遭わないように注意してください。
もし、クマに出会ってしまったら、興奮しないよ
う、させないように視線をそらさず、
ゆっくりと後ずさりして、その場を
去りましょう。
落ち着いて行動することが大切です。

ウィルながおか
☎３９－２７４６

内訳

世帯数

５，５４５

－６

男

２，６４３

－３

女

２，９０２

－３

２，０８９

－１

「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/

