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支支 所所 かか らら のの
おお 知知 らら せせおおぐぐにに

おぐに秋まつり 
11 月３日（木･祝日）、小国会館と周辺広場を会場に第

41 回おぐに秋まつりが開催されました。当日は悪天候で
したが、時折青空も見え、約 3,000 人の来場者で賑わい
ました。 

おいしそうな匂いについつい誘われました。
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子どもたちに人気の地震体験車。今年も順番待ちの列
ができました。 

新鮮な野菜や特産品は、いつも
人気であっという間に売切れ！ 

防犯グッズを配布。 

「詐欺にご注意ください！」 

いろいろな体験コーナーに
子どもたちが集まり、楽しん

でいました。 

作品はどれも力作ばかりで見る人を釘付けに！
毎年大人気の地震体験車。

怖いはずなのについ笑顔が…

コミセンまつり（同時開催） 未来の小国の色
を思い思いに貼って
いただき、おぐに未
来ツリーが完成し
ました。 
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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：12 月 21 日（水） 午後２時～３時 30 分

 場 所：小国診療所 検診棟１階検診室 

 内 容：個別相談  定 員：３名 

 担 当：柏崎厚生病院 松田医師   

 申込み：予約が必要です。12 月 14 日（水）までに

下記 問 へお申込みください。 

―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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿12 月の予定✿ 

 12 月 26 日（月）午前 10 分～午後２時 

コミセンでクリスマスパ をしよう！ 
 

内  容：午前 ケーキ作り 

     午後 クリスマス会 

参 加 費：300 円 

そ の 他：お昼を食べる方は、 

お昼ご飯とよせ鍋の具（ひとつかみ

申 込 み：不要 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 30

ーティ

を切って）

申請期限を過ぎると給付金が受け取れなくなります。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 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

平成 28 年度臨時福祉給付金及び障害・遺族基礎年金受給
者向け給付金の申請期限を 12月 22日(木)まで延長します

～ひとりで悩んでいませんか～
こころの健康相談のご案内 

最近、携帯・スマホに身に覚えのないお金を請求

してきたり、電話をかけるよう求めてくるような不

審なメールが送られてきたことはありませんか？ 
 

これは詐欺です！ 

決して求めに応じたり、 

電話をかけることのな 

いように！ 

迷ったら警察に相談を！ 
 

連 小国交番 ☎９５－２０２２

架空請求メールに注意を！

平成28年度の会員募集に伴う小国地域の会費

総額は、502,798 円（1,634 件）となりました。

皆様のご協力に心から感謝申し上げます。 

 会費は、「社会を明るく 動」をはじめ、

犯罪予防活動、更生保護 ために役立たせ

する運

事業の

ていただきます。 

 

民生活課 市民係 ☎９５－５９００

 

 
 

問 市

「愛の協力運動」会員 
募集にご協力ありがとう 
ございました  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お楽しみくださ

い！ 
  
 開催日：12 月 18 日（日） 

 時 間：午後１時～５時 

 会 場：おぐに森林公園内 紙の美術博物館 

音楽の森 ２０１６冬 

 内 容：インド音楽、津軽三味線、沖縄三線、民謡、

フォーク 

  ※暖かい服装でお越しください
 

問 音楽の森プロジェクト 

。 

荒井  

☎０８０－５４３４－９５４３

平成 28 年度も毎月第３木曜日午前 10 時 30 分から午後２時

会議室・調理室にて行っ す。詳細は、おぐにママさんの会フェイスブックをご覧ください。 

問 市民生活課 保健係 ☎９５－５９００

おぐにママさんの会 

まで、おぐにコミュニティセンター１階和室

ていま

10月 20日 (木) ―終了しました―

11月 24日 (木) 　「おやこふれあい体操」

12月 26日 (月) 　「クリスマス会」

１月 19日 (木) 　「野菜を使ってバランスの良い食事を」

２月 16日 (木) 　「バレンタインデー制作」

３月 16日 (木) 　「子育てよろず相談室」
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  閉校記念式典  下小国小学校・上小国小学校

平成 29 年３月に小国地域３小学校が閉校し、新たに小国小学校となります。各校の閉校記念式典
には、在校生をはじめ保護者・卒業生・学校関係者・地域の方々など、これまで各学校に携わった大勢の方々
が、たくさんの思い出が詰まった学校に感謝とお別れを伝えに集まりました。

特集 

学習発表会では、４･５･６年生に
よるよさこいソーランが披露され、
息ピッタリの力強い舞に参列者から
大きな拍手が送られました。 

下小のゆるキャラ“八山
はちざん

舞
まい

”が見
守る中、各学年が生活科･総合的な
学習で調べた下小国自慢を発表しま
した。また、昼食は子どもたち考案
の小国の味いっぱいの「小国ふるさ
と弁当」を味わいました。 

下小国小学校 10 月 29 日(土) 

上小国小学校 11 月 12 日(土) 記念発表では、５･６年生による
パーカッション･アンサンブルが披
露され、掲げられた巨大書を見上げ
心を一つにした演奏に参列者から大
きな拍手が送られました。 

地域の宝を訪ねたら自分たちが宝
だったことに気付いた子どもたち。
上小国12集落のみなさんを思いだし、
心を込めて精一杯発表しました。 

渋海小学校の閉校記念式典（11 月 26 日）は 12 月号でお知らせします。
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  創立 50 周年記念式典    小国中学校 特集 

創立 50 周年の節目を迎えた小国中学校で、11 月５日（土）歴史と伝統ある中学校に市長をはじ
め歴代校長・旧職員・保護者・地域のみなさん・在校生など大勢の方々がお祝いに駆け付けました。  

 市長によるお祝いの言葉  記念式典前の吹奏楽部の演奏 

 渋海会会長による喜びの言葉  緊張の面持ちで記念式典がスタート

 記念講演会では、落語家・林家こん平さんと笠井 咲
えみ

さん親子による『小国産 こん平の負けない生き方』をテ

ーマに｢笑い｣で苦難を吹き飛ばすトークショーで 50 周年に花を添えました。 

 落語家・桂三木男さんの落語で、それまで式典で静かだった体育館にドッと笑いがおこりました。
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第 25 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
 
 日  時：12 月４日（日）午前８時 30 分から受付 

 会  場：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名から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：11 月 25 日（金）まで（厳守） 下記 問 へお申込みください。 

す。気軽にご参加ください。 

 そ の 他：申込み終了後、事務局にて抽選会を行い、プログラムを代表者に郵送いたします。 

主催：長岡市  共催：小国公民館  主管：小国地区スポーツ推進委員会 
 

 問 地域振興課 教育支援係 ☎９５－５９０５

 

 

 

優秀な競技者や指導者を表彰します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小国地区体育協会では、スポーツ振興に功績顕著な方・競技成績優秀な方を表彰します。  

協会未加盟団体の方でも下記表彰規程に該当する方は表彰の対象となりますので、自他を問わず小国地区

体育協会事務局（小国支所地域振興課内）に推薦書等をご提出ください。 

役員会において審査し、平成29年１月開催予定の小国地区体育協会表彰式において表彰いたします。 

推薦書等の関係書類は体育協会事務局に用意してありますので、不明な点等と合せ、下記 問へお問合せく

ださい。  

推薦書の提出期限： 12月５日（月）  

表彰規定：●優秀競技者賞：競技者として優秀な成績をあげた者  

・公式の県大会において入賞する成績をあげた者  

・ブロック大会に出場した者（北信越大会等）  

・全国大会に出場した者  

●体育奨励賞：競技者として奨励する成績をあげた者  

・公式の中越大会等（郡市大会含む）において入賞する成績をあげた者  

・長岡大会において入賞する成績をあげた者  

※入賞とは個人種目８位以内とし、団体種目は３位以内とします。  

該当期間：平成27年12月１日から平成28年11月30日までに開催された大会とします。 
 

問小国地区体育協会事務局（地域振興課 教育支援係内）☎９５－５９０５

 

 

日  時：平成 29 年１月 22 日（日）午前９時から（午前８時 30 分から受付） 

会  場：小国会館 

参加資格：中学生以上 １チーム４人以上（上限なし）ただし、コート内は常に女性が２名以上いること 

参 加 費：１チーム 1,000 円（大会当日受付にて徴収） 

組 合 せ：事前の代表者会議は開催しないため、抽選は大会事務局で行います。 

試合方法：参加チーム数により、大会事務局で決定します。 

申 込 み：下記 問 へお申込みください。 

小国ソフトバレーボール大会参加チーム大募集!! 

     『チーム名、代表者住所・氏名・電話番号』をお知らせください。 

締 切：12 月 16 日（金）午後５時まで       

そ の 他：選手登録票は当日に記入提出いただきます。 

主催：小国地区体育協会   共催：小国公民館  主管：小国町ソフトバレーボール協会 
 

問 大会事務局 和田 ☎ ０９０－８７４３－４６１４

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3941.html�
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くらしのカレンダー 
※小国診療所：毎週水曜日午後、医科は休診します 
※小国診療所：毎週木曜日午後、整形外科は診療します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小国地域の人口（平成２８年１１月１日現在） 

 前月比

人口総数 ５，５３６ ±０ 

内訳 
男 ２，６４１ －１ 

女 ２，８９５ ＋１ 

世帯数 ２，０９１ ＋７ 

「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/ 

飲酒運転は、アルコールの影響により、運動機能

が低下し、ハンドル操作等がにぶくなるなど交通事

故につながる大変危険な行為です。 

「飲酒運転はしない、させない、許さない」

１１ 月

２０ 日 診療

２１ 月 成人講座　※５ （おぐにコミュニティセンター）

発育測定・誕生会　　　　 （子育ての駅おぐにたんぽぽ）

２２ 火 診療

２３ 水 勤労感謝の日

グラスリッツェン　※１ （みんなの体験館）

２４ 木 アロマでリフレッシュ教室③ （おぐにコミュニティセンター） 診療

おぐにママさんの会　※４ （おぐにコミュニティセンター）

２５ 金 小国中学校地域貢献活動発表会　　（小国中学校） 診療

２６ 土 渋海小学校閉校記念式典　　　　　　　（渋海小学校）

小国
診療所日･曜日 行事等

休診

休診

休診

休診２７ 日 そば打ち　※１ （みんなの体験館）

２８ 月 診療

２９ 火 診療

３０ 水 ヨガ教室　夜　　※３ （おぐにコミュニティセンター） 午前診療

（歯科）
一日診療

10 月２日(日)、おぐにウォーキング大会が開催さ

れました。 

 今年の参加者は 150 名、大勢の子ども達の参加で

例年にない賑やかさでした。 

 今年度で閉校の下小国小学校では、児童による地

域の宝クイズや校歌斉唱など、感動的な企画で参加

者を迎えてくれ、思い出深い大会となりました。 

１２ 月

１ 木 アロマでリフレッシュ教室④ （おぐにコミュニティセンター） 診療

２ 金 米百俵号　(9:30～) （ひまわり保育園） 診療

　　〃　　　 (10:40～) （渋海小学校）

　　〃　　　 (13:10～)　　　 （上岩田地区多目的集会施設）

　　〃　　　 (13:45～) （苔野島集落開発センター）

３ 土 クリスマスリース　※１ （みんなの体験館）

（歯科）
一日診療

４ 日 インドアペタンク大会 （小国会館）

５ 月 行政相談　(10:00～) （おぐにコミュニティセンター） 診療

６ 火 米百俵号　(10:40～) （おぐにコミュニティセンター） 診療

　　〃　　　 (11:20～) （下村集落集会施設）

　　〃　　　 (13:00～) （上小国小学校）

　　〃　　　 (14:00～) （鷺之島公民館）

７ 水 ヨガ教室　夜　　※３ （おぐにコミュニティセンター） 午前診療

（歯科）
一日診療

８ 木 アロマでリフレッシュ教室⑤ （おぐにコミュニティセンター） 診療

９ 金 折り紙アート　※１ （みんなの体験館） 診療

１０ 土

１１ 日 冬の交通事故防止運動（～20日）

１２ 月 クリスマス制作　　 （子育ての駅おぐにたんぽぽ） 診療

１３ 火 閉校記念しぶみ冬まつり （渋海小学校） 診療

１４ 水 ヨガ教室　昼　　※２ （おぐにコミュニティセンター） 午前診療

ヨガ教室　夜　　※３
健康相談

（おぐにコミュニティセンター）
（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

（歯科）
一日診療

１５ 木 アロマでリフレッシュ教室⑥ （おぐにコミュニティセンター） 診療

１６ 金 米百俵号　(13:00～) （下小国小学校） 診療

リズム遊び （子育ての駅おぐにたんぽぽ）

１７ 土 切り絵　※１ （みんなの体験館） 午前診療

（歯科）
一日診療

１８ 日 診療

１９ 月

小国
診療所日･曜日 行事等

休診

休診

休診

休診

休診

※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。

※４ おぐにママさんの会 は、

２ページをご覧ください。

ヨガ教室 は、

※２ 昼 午前10時～11時 指導者･松岡綾子さん

※３ 夜 午後６時～７時 指導者･金内恵美さん

11月23日は、お休みです。

※５ 成人講座 は、

◎11/16（水）開催予定が変更になりました。

11/21（月）「北越奇談を読む」 午後１時30分～３時

申込み・問合せ 小国公民館 ☎９５－３５７５

 

 
 
『冬の道 人も車も 

     ゆずりあい』  
●飲酒運転の根絶 
●歩行者の保護 
●夜光反射材の着用推進 

冬の交通事故防止運動 
実施期間：12 月 11 日（日）～12 月 20 日（火）

「ハンドルキーパー運動」と
は、自動車で仲間と飲食店な
どへ行く場合に、お酒を飲ま
ない人（ハンドルキーパー）
を決め、その人が仲間を自宅
まで送り届ける運動です。 


