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おぐに
■折り紙でおひな様づくり
１月16日（木）、小国小学校１年生がおひな様づく
りに挑戦しました。
各班についた講師の方から指導を受けながら丁寧に
折っていました。わからないところを隣同士で教え合
う様子も見られ、一生懸命さが伝わってきました。
最後に目や口を書いて凛々しいおひな様ができあが
りました。作品は、３月３日（火）までアオーレ西棟
３階フロアで展示されます。

■よったかり場お披露目会
１月19日（日）、住民が気軽に立ち寄れる地域の交流拠点「よったかり場」
が三桶集落と苔野島集落に誕生し、お披露目会を開催しました。
三桶集落ではつきたての餅が、苔野島集落では小国の民話や手打ちそばが
それぞれ振舞われ、住民たちは憩いの時間を楽しんでいました。

苔野島集落の様子

三桶集落の様子
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■青柳

■新潟県交通災害共済受付中！

要さん旭 日單光 章 を受章

このたび１月１日付けで青柳 要さん（新町）が
旭日單光章を受章されました。
青柳さんは、平成４年から平成17年までの12年間
にわたり旧小国町議会議員として御活躍され、卓越
なる指導力をもって地方自治の発展に貢献されまし
た。受章おめでとうございます。
受章おめでとうございます。

新潟県交通災害共済は、１人年額500円で加入でき
る助け合い制度で、通院７日以上のケガから見舞金
が支給されます。
共済期間は、４月１日から翌年３月31日までの１
年間で、令和２年度の加入申込みが２月３日から始
まりました。
（※４月以降の申込みはその翌日からが
共済期間となります。
）
加入を希望される方は、集落総代を通じて、又は
金融機関（郵便局を除く）でご加入ください。
問合せ：地域振興課
☎９５－５９０５

■小国地区スポーツ優秀者を表彰
１月26日（日）、令和元年度小国地区スポーツ協
会表彰式が行われ、優秀な成績を収めた44名が受賞
されましたのでご紹介します。
（敬称略・順不同）
優秀競技者賞（１名） 高橋 澄快
第21回諸羅山盃国際少年軟式野球大会
優勝
第40回長岡市南部地区少年野球夏季大会 優勝
第５回OJIYACUP兼第５回エビスヤ杯争奪小千
谷十日町近郊学童軟式野球交流大会
第３位
第１回たちばなカップ親善少年野球大会 優勝
体育奨励賞（43名）
小川 夢叶
小野塚 凜
森本 天音
長谷川 和奏
田辺
滉
鳥居 諒太郎
山口
海
青柳
蓮
今井 貴翔
小飯塚 佑月
鳥居 あい
野田 幸希
大久保 楓介
片桐 碧斗
山岸 はな
井田 璃胡
大川 凌生
加瀬 颯斗
荒木 快太
五十嵐 琉良
中沢 勇成
西野 颯介
五十嵐 潤
大久保 惺太
北原 瑠生
辰野 詩帆
阿部 奏之介
片桐 勇歩
北原 稜介

田辺 慧斗
小林
陸
山岸 叶人
五十嵐 琉悟
大久保 晴道
山本 斗真
峯村 緑翔
大石 伊織
辰野
幸
北原 快夢
山﨑 巧雅
片桐 萌愛
中沢 瑛人
阿部 蓮之介

■第33回おぐに雪まつりのお知らせ
２月22日（土）
、23日（日祝）に開催を予定してお
りました「第33回おぐに雪まつり」については、小
雪の影響により下記のとおり変更又は中止となりま
した。
【実施内容】
●２月22日（土）雪ぼたる
時間：午後５時30分頃～ 点火
会場：参加19集落18会場・２施設
※積雪状況から各参加集落・団体の判断により
中止する場合があります。
●２月23日（日祝）雪語り
時間：午前10時～・午後１時～（２回）
会場：おぐに森林公園・みんなの体験館
※雪上エンデューロ大会・フリースタイルモト
クロス・ステージイベント・ふるさと屋台村
及び雪上わんぱく広場は、「中止」です。
問合せ：おぐに雪まつり実行委員会事務局
（産業建設課内） ☎９５‐５９０６

■横断歩行者を守る
交通事故防止運動
～横断歩道での歩行者優先～
暖かい日が増えて人や車の動きが活発になる３月に、
歩行者が交通事故に遭う割合が高まることから、この
時期に合わせて横断歩行者保護のための広報・啓発活
動を重点的に実施して、交通事故から横断歩行者を守
ることを目的としています。
実施期間：３月１日（日）～10日（火）
重点項目：横断歩道での歩行者優先

「小国支所からのお知らせ」は、長岡市ホームページでも
ご覧いただけます。http://www.city.nagaoka.niigata.jp/

道路横断時の安全確認の徹底
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■法坂簡易郵便局閉局のお知らせ

■手洗い・咳エチケット・換気

開局以来 56 年間小国支所内で業務をしていた法
坂簡易郵便局を、３月 13 日（金）をもって閉局す
ることとなりました。
長い間誠にありがとうございました。
今後は、お近くの郵便局をご利用
ください。
問合せ：地域振興課
☎９５－５９０５

インフルエンザ等の感染の広がりを予防するため
に、手洗い・咳エチケット・換気を行いましょう！
●手洗い
ドアノブやスイッチなど様々なもの
に触れることで、ウィルスが付着して
いる可能性があります。
外出先から帰宅時や調理の前後、食事
前などこまめに手を洗いましょう。
●咳エチケット
咳やくしゃみが直接人にかからない
ようにマスクをするなどカバーしましょう。
咳やくしゃみをするときは、ハンカチやティッ
シュなどで鼻と口を覆いましょう。
●換気
定期的に部屋の換気を行いましょう。

■『講演会』開催のお知らせ
もとめぐさ

寺泊地域 求 草集落の自治会長を務める藤田博仁氏
から集落での取り組みについて講演いただきます。
日時：３月25日（水）午後６時10分～７時
会場：小国商工物産館
演題：「人口減少社会と地域の再編」
参加料：無料
直接会場へお越しください。
問合せ：小国観光協会
よっていがんかい
☎９５‐５５０５

■小国診療所

診療カレンダー

●内科：木・金曜日診療（午前・午後とも）
●整形外科：木曜日診療（午後のみ）
２月

■狂犬病予防注射のお知らせ
～年一回の予防注射は愛犬家の義務です～
日時：４月 14 日（火）午前 10 時～10 時 40 分
会場：小国支所裏 車庫
内容：犬の登録及び注射
料金：登録済み犬 3,250 円
新規登録犬 6,250 円
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。
※長岡地域全会場の日程は、市政だより４月号を
ご覧ください。
※登録済みの犬の飼い主には、個別に案内を送付
します。（３月中旬発送予定）
問合せ：市民生活課 ☎９５－５９００

■小国商工物産館の利用について

３月

４月

小国商工物産館は、２階に会議室と研修室を備え、
各種会議や講演会等の会場として最適です。
また、１階には展示室があり各種展示も行えます。
営利目的でも利用可能です。
使用料（減免措置あり）
、申込み方法などご不明
な点はお問い合わせください。
問合せ：小国商工会（指定管理者）
☎９５‐２４０４
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■くらしのカレンダー

■小国地域の人口
（令和２年２月１日現在）
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人口総数
男
内訳
女

5,029
2,429
2,600

世帯数

1,998

１月１日比
-16
-7
-9
-2

