かわぐちを彩る 一夜限りの冬ぼたる

えちごかわぐち雪洞火ぼたる祭
熱い戦い

雪積み合戦

幻想的な雪灯り

マジックショー♪
ジャンボ滑り台

雪上宝さがし

越後⻑岡６⼤冬まつりのひと
つ「えちごかわぐち雪洞⽕ぼた
る祭」が、２⽉２３⽇に川⼝運
動公園多⽬的広場で開催されま
した。
⼦ども達に⼤⼈気のジャンボ
滑り台や雪上宝さがしのほか、
昼間のメインイベント「雪積み
合戦」では、⼩学⽣の部と⼀般
の部あわせて総勢２０チームが
参加し、熱戦が繰り広げられま
した。
また、⼣⽅になるとキャンド
ルのあたたかな灯りにより幻想
的な空間が広がり、来場者を魅
了しました。フィナーレには、
⻑岡花⽕財団との初コラボによ
り、昨年よりもパワーアップし
たミュージックスターマイン
が、冬の夜空を鮮やかに彩りま
した。

川⼝地域の皆さまからのご協
⼒で、協賛⾦は６１８，９１８
円にもなりました。ありがとう
ございました。

えちごかわぐち雪洞⽕ぼたる
祭実⾏委員会
うまいもの屋台

春先は、空気が乾燥し火災が発生しやすい
季節です。火の取り扱いには十分注意し、火
事を出さないようにしましょう。
また、住宅用火災警報器をまだ取り付けて
いない人は、家族や財産を火災から守るため
に設置をお願いします。

消費税の軽減税率制度説明会
全ての事業者を対象とした「消費税の軽減
税率制度」に関する説明会を開催します。説
明会は事前予約制です。
４月５日（金）までに電話で予約をお願い
します。
■ 日時・会場（午後１時半～２時半）
４月１１日（木）

湯沢町役場

４月１２日（金）

南魚沼市役所大和庁舎

４月１５日（月）

小千谷市総合福祉センター
「サンラックおぢや」

４月１６日（火）

小出ボランティアセンター

11

50

89

91

犬の登録と狂犬病予防注射

実施期間：４月１日（月）～７日（日）

犬の飼い主は、
生後 日以上の
犬を登録（生涯一回）し、毎年一
回狂犬病の予防注射を受けさせな
ければなりません。川口地域では
次の日程で実施します。
○期日＝４月 日（木）
○時間＝午後２時 分～３時半
○会場＝川口支所車庫前
○料金と必要なもの
◆登録済みの犬 ３、２００円
◆新規登録の犬 ６、２００円
※釣銭のいらないようご用意くだ
さい。
※登録者は、郵送した注射済票交
付申請書をご持参ください。
※新規の人は、印鑑を持参してく
ださい。
○問合せ先＝市民生活課
☎ ・３１１２

春の⽕災予防運動

第４回コミュニティ検討委員会を開催しました
３月１２日、平成３０年度第４回コミュニティ検討委員会を開催しま
した。今回は、４年間のコミュニティ検討委員会の検討結果をまとめた
報告書について、内容の確認及び承認を行いました。
報告書には、
「なぜ川口地域にコミュニティが必要なのか」
「どのよう
な活動を行うのか」
「どのような構成団体がコミュニティセンターにふ
さわしいか」など、いままで検討してきた内容がまとめられています。
この報告書は市に提出するほか、地域委員会や総代会にも報告されま
す。
平成３１年度からは川
口地域コミュニティセン
ター準備委員会（仮）を
立ち上げ、早期のコミュ
ニティセンター開設に向
けて動き出す予定です。

[予約・問合せ] 小千谷税務署法人課税部門
☎ 83-2092

[問合せ先] 地域振興課 ☎ 89-3111

⼤切な１票、忘れずに投票しましょう
統⼀地⽅選挙
新潟県議会議員一般選挙
告 示 日
投 票 日

期日前投票

長岡市議会議員一般選挙

３月２９日（金曜日）
４月１４日（日曜日）
４月７日（日曜日）
４月２１日（日曜日）
３月３０日（土曜日）から
４月１５日（月曜日）から
４月６日（土曜日）まで
４月２０日（土曜日）まで
●市内１３カ所の期日前投票所（アオーレ長岡、さいわいプラザ、リバーサイド
千秋、各支所）のいずれでも投票ができます。
●投票日間近は大変混雑が予想されます。お早めに投票をお済ませください。
●時間 ： 午前８時３０分から午後８時まで
※リバーサイド千秋期日前投票所は午前９時から午後８時まで
●持ち物 ： 投票所入場券

長岡市選挙管理委員会・長岡市明るい選挙推進協議会
[問合せ先] 地域振興課 ☎ 89-3111

選挙管理委員会事務局 ☎ 39-2241
２

４月

川口まつりを一緒に盛り上げよう！

川口まつり実行委員を大募集
■ 行 事
５日(金)…「こんにちは！仲良し会」
１０日(水)…「ままのまカフェ」
１７日(水)…「お話と手遊びの会」
２３日(火)…「４月生まれのお誕生会・発育測定」
２６日(金)…「作って遊ぼう！こいのぼり」

川口地域の夏の風物詩「川口まつり」を一緒に盛り上
げてくれる方を募集します。まつりの企画や運営を一緒
にしてみませんか。
募集締切 ４⽉１２⽇（⾦）
※費⽤弁償・報酬等はありません。

☆アンパンマン教室（親子教室）☆
すこやかでは、平成３１年度も引き続きアンパン
マン教室を金曜日に開催します。
★ 午前１０時１５分から１１時１５分まで
★ 第一金曜日（５日）は「こんにちは！仲良し会」
を行いますのでアンパンマン教室はお休みで
す。

[申込み・問合せ先]
川口まつり実行委員会事務局
（川口支所産業建設課内）
☎ 89-3113

児童クラブの職員を募集します
川口児童クラブに従事するパートタイム制臨時職員
（児童厚生員）を募集します。詳しくは地域振興課へお
問い合わせください。
募集人数

２人

応募資格

心身ともに健康な人（学歴、経験、資
格、性別は問いません。
）

◆ 「こんにちは！仲良し会」
５⽇（⾦） 午前１０時３０分〜１１時

勤務場所

川口児童クラブ（川口小学校内）

仕事内容

児童の見守り等

賃

時給８３０円

金

[申込・問合せ先] 地域振興課 ☎ 89-3111

みんなで楽しめる⼿遊びや親⼦ゲームを⽤意しています。初めて
の⽅も⼤歓迎！今年度も「すこやか」でみんな楽しく遊びましょう。

◆ 「作って遊ぼう！こいのぼり」
２６⽇（⾦） 午前１０時１５分〜１１時１５分
アンパンマン教室の「お楽しみ」の中で、こいのぼり作りをしま
す。楽しく作って、元気に遊びましょう！

４

⽉

の

⾏

２

火 （えちご川口温泉・あぐりの里休館日）

７

日 新潟県議会議員一般選挙投票日

８

月 川口小・中学校入学式

事

入園・進級などで環境の変化があるこの時期で

１１

木 犬の登録と狂犬病予防注射（川口支所）

すが、「すこやか」は子育てを応援する場として変

１４

日

わらずにお待ちしています。いつでも、お気軽に
ご利用、ご相談ください。
[問合せ先] 子育ての駅かわぐち「すこやか」 ☎89-3555

⽀所からのお知らせが年７回の発⾏に変わります（予定）
４月から「かわぐち支所からのお知らせ」が、これまでの
毎月から隔月の発行に変わる予定です。また、発行日を奇数
月の１日とし、
「市政だより」と一緒に配布する予定です。
また、年１回特別版を発行するほか、タイムリーにお知らせ
する情報がある場合は、回覧などでお知らせします。
[問合せ先] 地域振興課 ☎ 89-3111
３

１５

新緑まつり（あぐりの里）
よってげてぇふれあい市（よってげ亭前）
米百俵号〈移動図書館〉 （すこやか、和南津集会所
月
牛ヶ島集会所）

１６

火 （えちご川口温泉・あぐりの里休館日）

２１

日 長岡市議会議員一般選挙投票日

２４

水

２８

日 第２２回クリーン大作戦

米百俵号〈移動図書館〉 （川口小学校、東川口保育園
西川口保育園、小高集会所）

川口地域の人口（H31..3.1 現在） ※（ ）は前月比
世帯数
人口
男
女
1,519 世帯
4,358 人
2,104 人
2,254 人
（－３）
（－６）
（－４）
（－２）

雪を楽しむ

⽵⽥かんじきウォーク

[⽵⽥地区]
３⽉３⽇

「竹田元気づくり会議」が主催する
冬の人気イベント「かんじきウォー
ク」が開催され、総勢１３人が参加し
ました。
今年は、早朝に冷えこんだこともあ
り、「しみわたり」もでき、参加者は
雪国ならではの貴重な体験をするこ
とができました。
道中では、雪で作ったテーブルを皆
で囲んで甘酒を飲んでホッと一息。春
の息吹を感じながら、雪の里山を大い
に楽しみました。

「しみわたり」とは、春先の天気の良い日の朝、
緩み始めていた積雪の表面が放射冷却で凍っ
て、雪の上をかんじき等を履かなくても沈むこ
となく歩けるものです。

⼦どもの命を守るためチャイルドシートを使⽤しましょう！
[東川⼝保育園]
３⽉４⽇

東川口保育園児を対象に、チャイ
ルドシート着用交通安全教室が開催
されました。
小千谷警察署員による腹話術や衝
突実験などが行われた後、皆で元気
よくシートベルト・チャイルドシー
トの着用宣言をしました。最後に、
交通指導員による交通安全体操など
も行われ、楽しく交通安全を学びま
した。

みんなで集まればものづくりは楽しい！
[川⼝きずな館]
３⽉７⽇

川口きずな館主催の「入園・入
学・進級ものづくり教室」が開催
されました。ちょこっとアドバイ
ザーのわきたたえこさんや先輩
ママからの心強いアドバイスの
下、コーヒーやおやつを楽しみな
がら和気あいあいとした雰囲気
の中で、タオルエプロンや絵本バ
ックなどを完成させていました。

おいしーい！
うまいもの屋台

ご協力ありがとうございました
て

雪洞火ぼたる祭・地区に灯された雪灯り（２月２３日）

長岡市川口支所地域振興課

☎：0258-89-3111

FAX：0258-89-2110

〒949-7592 長岡市東川口 1974 番地 26
E-MAIL：kwg-chiiki@city.nagaoka.lg.jp

かわぐっち

編集／発行

手の込んだ作
品ばかりです
ごいですネ♪

