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古志の火まつり
雪深い山古志に春を呼ぶ、恒例行事の古雪深い山古志に春を呼ぶ、恒例行事の古志志
の火まつりが盛大に行なわれましたの火まつりが盛大に行なわれました。。
雪深い山古志に春を呼ぶ、恒例行事の古志
の火まつりが盛大に行なわれました。
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山古志支所各課からのお知らせ

狂犬病予防注射を行います

　「平成23年度狂犬病予防定期集合注射」の日程
が決定しましたのでお知らせします。
　生後91日以上経過して未登録の犬の新規登録申
請をあわせて受け付けます。この機会に予防注射
と登録を済ませてください。当日、受けられない
方は、動物病院で必ず受けてください。
【日時・場所】

場　　所日　　時

山古志支所
正面駐車場車庫前

４月20日水午前10時から
10時40分まで

【持参するもの】
１登録済みの犬
・４月上旬に市から郵送される「狂犬病予防注
射済票交付申請書」
・3,100円（注射料金）

2未登録の犬
・印鑑（登録に必要）
・6,100円（注射料金+登録料金3,000円）

問合せ：市民生活課　環境係（緯59－2332）

固定資産の縦覧・閲覧が始まります

　「縦覧」は、固定資産税の納税者が、縦覧帳簿
に記載されている自分と他人の土地・家屋の評価
額を比較できる制度です。平成23年度の「縦覧」
は４月１日金から５月２日月までです。手数料は
無料です。
　「閲覧」は、納税義務者が自分の資産の評価額
などを確認する制度で、年間を通して受け付けます。
　縦覧期間中は手数料が無料です（課税台帳の写
しは、１枚10円で交付）。５月以降は、有料（１枚
250円）です。
　なお、申請の際は、運転免許証や保険証などの
身分証明書（代理人の場合は、本人の記名・押印
のある委任状と代理人の身分証明書）が必要です。
問合せ：市民生活課　市民係（緯59－2332）

４月10日は県議会議員選挙の投票日です

　長岡市の選挙区は「長岡市三島郡選挙区」です。
投票所入場券は４月１日金までに、はがきでお届
けします。
投票できる人
　次の①と②の条件に当てはまる人が、選挙人名
簿に登録され投票することができます。
　①平成３年４月11日以前に生まれた人
②平成22年12月31日までに長岡市の住民基本台
帳に記載されている人

山古志地域の投票時間
　午前７時から午後７時まで
期日前投票
　投票日に投票所へ行けない人は、期日前投票が
できます。期間は４月２日土～９日土、各日、午
前８時30分～午後８時です。

　期日前投票の際は投票所入場券をお持ちになり、
山古志支所をはじめ市役所本庁、ながおか市民セ
ンター等で行うことができます。

担当：地域振興課　総務係（緯59－2330）

防犯対策掲載の支所だよりの表紙を配布

　山古志地域防犯協会では、高齢者などを狙った
悪質な訪問販売や振り込め詐欺などの被害を未然
に防ぐために、防止対策と相談窓口を掲載した支
所だよりの表紙を作成しました。後日、全世帯へ
配布しますので、防犯対策にお役立て下さい。
担当：山古志地域防犯協会事務局（緯59－2330）

自動車文庫「米百俵号」が巡回します

　大人から子ども
まで楽しめる本を、
約2,000冊積んで巡
回しています。借
りた本は市内どの
図書館でも返却で
きます。
巡回日程：４月21日木、６月３日金、６月23日木、
　　　　　７月14日木、８月23日火、９月８日木、
　　　　　10月21日金、11月９日水、12月２日金、
　　　　　12月20日火、１月20日金、３月13日火
停車時間：午後１時30分～３時30分
停車場所：旧虫亀小学校→旧種苧原教職員住宅→
　　　　　白髯神社→竹沢保育園（各所30分程度）
問合せ：中央図書館（緯32－0658）
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山古志支所各課からのお知らせ

山古志地域委員会の開催状況

先日開催された山古志地域委員会の概要をお知らせします。

平成22年度 第４回 山古志地域委員会
【日時】平成23年３月２日水
　　　 午後４時から午後５時45分まで
【会場】山古志支所３階大会議室
【議題・報告】
　・ケーブルテレビ施設整備について
　・平成23年度ふるさと創生基金事業について
　・これからの地域委員会について他
【概要】
　ケーブルテレビ施設整備に向けた経過報告と今
後の進め方などについて話し合われました。また、
平成23年度のふるさと創生基金事業に、「レク
リェーション交流事業」「集落活動、史跡マップ
作製事業」の２事業の提案があり、２事業とも承
認されました。
　そのほか、これからの地域委員会について地域
委員からのアンケートなどを基に今後のあり方や、
議論の進め方などが話し合われました。なお、現
在の地域委員の任期は今年３月31日までです。４
月から新しい地域委員が委嘱されます。
担当：地域振興課 地域振興・防災係（緯59－2330）

平成23年度のふるさと創生基金事業は、
こんなコトをします！
【１】レクリェーション交流事業
　趣味やスポーツになど健康で潤いのある地
域社会の実現を目指すため、年齢を超えた交
流を図ります。
内容：レクリェーション教室やイベントを実施
【２】集落活動、史跡マップ作製事業
　山古志地域の活気あふれる集落活動（行事
や直売所など）や、史跡（石仏など）のいわ
れなどを紹介し、山古志の魅力を発信します。
内容：集落活動・史跡マップの作成

第 ４ 回
トピックス

第４回山古志地域委員会の様子

「長岡市地域コミュニティ事業補助金」申請団体を募集

　集落や特定非営利団体などが、地域での産業、
福祉、芸術文化、スポーツなどのコミュニティ活
動で、自主的に行うまちづくり活動に補助金を交
付します。
　４月１日から平成23年度の募集受付を開始する
予定です。
　詳しい内容・申込方法等については、地域振興
課までお問い合わせください。
補助限度額：50万円（自己負担有り）
担当：地域振興課 地域振興・防災係（緯59－2330）

【平成22年度はこんな事業】
山古志有広会の地域連携と情報発信整備事業
　ありがとう広場の開催や山古志ホームページの
作成等を行いました。

募 集

アドレス http：//www.yamakoshi.org/index.php

ホームページで
山古志の旬な
情報を発信して
います。

　今年も盛大に古志の火まつりを開催することがで
きました。カヤ刈りや協賛金など、地域の皆様には
多大なご尽力をいただき、ありがとうございました。
担当：古志の火まつり実行委員会（緯59－2343）

古志の火まつり

御礼

古志の火まつり
協賛金額　274,200円
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山古志支所各課からのお知らせ

診療所の診療日が変更になります

　３月31日で山古志診療所の佐藤医師が定年退職されます。４月からも佐藤医師から引き続き診療を続
けていただける予定ですが、下記のとおり診療日が変更となります。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
診療日（受付時間：８時30分～11時30分）

４月１日からの診療日３月31日までの診療日診 療 所
水 ・ 金水 ・ 金山古志診療所（緯59－3807）
火火虫亀診療所（緯59－2267）
木月 ・ 木種苧原診療所（緯59－3032）

※ 急患、往診の対応は今までどおり行います。
問合せ：市民生活課　保健係（緯59－2333）

地上デジタル放送を受信するためのデジタルチューナーの無償給付等の支援について

　総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送が、まだ受信できない方に対して、簡易なチューナー
の無償給付などの支援を行っています。

問い合せ・申込み
　総務省　地デジチューナー支援実施センター　
　①NHK放送受信料全額免除世帯への支援 緯0570－033840
　②市町村民税非課税世帯への支援　　　　緯0570－023724

支援の内容支 援 の 対 象

簡易なチューナー（１台）
の無償給付、訪問設置

①ＮＨＫの放送受信料が全額免除となっている以下の世帯
・生活保護などの公的扶助を受けている世帯
・障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村非課税の措置を受けている世帯

簡易なチューナー（１台）
の無償給付
※訪問設置は行いません。

②世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けている世帯
※ＮＨＫとの放送受信契約が必要です。

月曜日は
休診日と
なります。

問 【NHK受信契約・受信料免除について】
　　NHK視聴者センター
　　緯0570－000588 または、044－871－8441

こころとからだの健康の秘訣を学びませんか。
日　時：３月22日火午後２時から３時30分まで
場　所：なごみ苑　２階 大広間
問合せ：市民生活課 保健係（緯59－2333）

笑いと健康・座談会
　中央綜合病院富所先生の講演会

日　時：５月７日土　午前８時集合
場　所：グリーンヒル長岡ゴルフ倶楽部（柿町）
プレー費：1人10,000円（食事代・チャリティ協力金含む）
参加費：3,000円（表彰式欠席の場合は2,000円）
表彰式：あまやち会館　午後６時から
申込み期限：４月15日金
問合せ・申込み：山古志商工会（緯59－2151）

　　　　 ４月の中央綜合病院富所先生の診療日
は、次のとおりです。
日　時：４月19日火 午後２時から４時まで
場　所：虫亀診療所（緯59－2267）
問合せ：市民生活課 保健係（緯59－2333）

山古志地域チャリティー
　　　　　　　ゴルフコンペ

富所先生の診察があります

3.22

4.19

参加
募集
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や ま こ し ニ ュ ー ス

庄野真代やひなたの熱い
ステージに会場は大いに
盛り上がりました

子ども達に大人気の
スノーチューブ

アイドル対決!?
アルパカのハー
レーと角突き牛
の貴虎号がごあ
いさつ

来場者から大人気！
山古志のいやし系
のアイドル達

お世話になった
方への感謝の言
葉と新たな決意
を一人ひとりが
発表

お楽しみ抽選会
あたり番号が読み
あげられるたびに
会場は一喜一憂

もちつき大会
会場の子ども達が
もちつきのお手伝い

古志の火まつり
３月６日㈰ 古志高原スキー場

スキーカーニバル
２月２７日㈰

山古志中学卒業式
３月７日㈪
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問行　　事　　等曜日

〈 ３ 月 〉

地山古志支所だより３月号発行金18

土19

地山古志検定（山古志会館）日20

ススキー子どもの日（古志高原スキー場）
（春分の日）月21

ス古志高原スキー場今シーズン営業最終日予定
市笑いと健康・座談会（なごみ苑）火22

学山古志小学校卒業式（山古志小学校）水23

地トランポビクス教室（山古志体育館）木24

金25

土26

日27

月28

保竹沢保育園卒園式（竹沢保育園）火29

水30

木31

〈 ４ 月 〉

市固定資産の縦覧（５月２日まで）金１

地新潟県議会議員選挙期日前投票（山古志支所）土２

日３

月４

保竹沢保育園入園式（竹沢保育園）火５

水６

木７

学山古志小・中学校入学式（山古志小・中学校）金８
問い合わせは以下のとおり　地＝地域振興課、復＝山古志地域復興推進室、市＝市民生活課、産＝産業課、建＝建設課、

学＝山古志小・中学校、保＝竹沢保育園、サ＝地域復興支援センター山古志サテライト、
　　　　　　　　　　　　　ス＝古志高原スキー場、他＝その他

（　）内は会場等くらしのカレンダー（３月末～４月）

問行　　事　　等曜日

土９

地新潟県議会議員選挙投票日（各投票所）日10

月11

火12

市ポリオ予防接種（長岡市健康センター）水13

市ポリオ予防接種（長岡市健康センター）木14

地山古志支所だより４月号発行（予定）金15

土16

日17

地長岡市議会議員選挙期日前投票（山古志支所）月18

市すくすくチャイルドの会（竹沢保育園）火19

市３歳児健診（長岡市健康センター）水20

市狂犬病予防定期集合注射（山古志支所前）木21

地自動車文庫「米百俵号」巡回
市３歳児健診（長岡市健康センター）

金22

土23

地長岡市議会議員選挙投票日（各投票所）日24

月25

市すくすくチャイルドの会（竹沢保育園）火26

市赤ちゃん相談（長岡市健康センター）
市１歳６か月児健診（長岡市健康センター）水27

市１歳６か月児健診（長岡市健康センター）木28

（昭和の日）金29

土30

●市税などの３月、４月の納期　　　　　　　　　　　 問合せ：市民生活課 市民係（☎59－2332）

納期限（口座振替日）＝３月31日木
納期＝国民健康保険料９期、後期高齢者医

療保険料（普通徴収）12期、介護保険
料（普通徴収）12期

3月 納期限（口座振替日）＝５月２日月
納期＝固定資産税１期、介護保険料（普通徴

収）１期

4月

※ 口座振替の方は前日までに口座の残高をご確認ください（再振替は行いませんのでご注意ください）。

山古志地域の人口
(3月1日現在)
※（　）は先月比

483 世帯
（－1）

1,295 人
（－2）

643 人
（－1）

652 人
（－1）

各 行 事 の ご 案 内

4月9日
まで

4月23日
まで


