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今年度卒園する年長児ゆり組２０人

東川口保育園の園児たちがひな
人形作りに挑戦しました。桃の花
の貼り方一つにも子どもたちの個
性がみられ、ぐるっと囲い込むよ
うに貼りつける子、ランダムに貼
りつける子、貼りすぎて「おひな
様が入るかな」と心配している子
など様々な姿がみられました。皆
一つ一つ丁寧に作成し、かわいい
おひな様が完成しました。

１

20

人（県外への単身赴任者や学生な
どで、①の人と生計を一にしてい
る人は加入できますが、県外で独
立して生計を維持している人は加
入できません。
）
○共済期間＝
令和２年４月１日（水）～
令和３年３月 日（水）
○会費＝年額一人５００円
○申込期間＝令和２年３月 日
（火）まで
※ただし、４月以降の申込みは、
申込翌日から令和３年３月
日までが共済期間となります。
○申込先＝①金融機関（ゆうちょ
銀行は除く）
、②長岡市役所（アオ
ーレ長岡）
・各支所
○見舞金額＝３万円（実治療日数
７日）～最高１５０万円（死亡）
■見舞金の請求漏れに注意！
見舞金の請求期限は、交通災害
を受けた日から起算して１年以内
です。
○問合せ先＝地域振興課
☎ ・３１１１

り旗が目印）

〇品目＝リユースびん、古着・古
布、食器類、小型家電、びん・缶、
ペットボトル、古紙類、使用済天
ぷら油、靴、かばん・ベルト、ミ
ックスペーパー
〇出せないもの＝割れたびん、汚
れた衣類、はんてん（綿入り）
、布
団、割れたセトモノ、木製・プラ
スチック製の食器、テレビ、エア
コン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・
乾燥機、除湿器、洗剤の箱など
※詳しくは「４月に配布する資源
物の拠点回収チラシ」または、
「保
存版長岡市ごみと資源物の分け方
と出し方」の ・ ページをご
覧ください。
〇問合せ先
市民生活課 ☎ ・３１１２

ニュースポーツ体験交流会
今年度最終回は﹁ドッチビー﹂︕

実施期間︓３⽉１⽇（⽇）から３⽉１０⽇（⽕）

川口小学校は、第２０回環境美化教育優良校等表彰事
業において、全国の小中学校の中から、見事「優秀校」
に選ばれ表彰されました。
同校では、１９９７年から地域を流れる信濃川や魚野
川などで川に親しむ活動を始めたほか、鮎の放流や水生
生物の調査、２０１４年からは中越地震で被災した棚田
でのコメ作りや緑の少年団としての植樹活動などを通
じ、自然について学びながら環境保全活動の意識を育ん
できました。

児童代表の６年
生、小西竜之助君
と星野日和さんが
２月４日に川口小
学校校長室で表彰
状を受け取り、環
境を守る意識を新
たにしました。

４月１日（水）から７日（火）まで「春の火災予防
運動」を実施します。今年は少雪で例年以上に乾燥し、
たき火の拡大などによる火災の多発が予想されます。
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方
は、家族や財産を火災から守るために設置しましょ
う。なお、設置している方は、定期的に点検の実施を
お願いします。
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⽝の登録と狂⽝病予防注射のお
知らせ
犬の飼い主は、生後 日以上の
犬を登録（生涯１回）し、毎年１
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。
〇期日＝４月 日（月）
〇時間＝午後２時 分～
３時 分
〇会場＝川口支所脇車庫前
〇料金＝
■ 登録済の犬＝３，２５０円
■ 新規登録の犬＝６，２５０円
※つり銭のいらないようにご用意
ください。
〇その他＝登録者は、後日郵送さ
れる注射済票交付申請書をご持参
ください。
〇問合せ先
市民生活課 ☎ ・３１１２

交通災害共済の会員募集中

資源物の拠点回収を⾏います
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交通災害共済は、交通事故によ
る怪我で、実際に治療を受けた日
数が７日以上の会員に対し、見舞
金を支給する制度です。

川口小が環境美化教育優秀校表彰を受ける

春の火災予防運動
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〇日時＝３月 日（水）
〇会場＝川口公民館
〇内容＝柔らかいフリスビーを使
ったドッヂボール
〇対象＝ 歳以上の人
〇持ち物＝内履き、飲み物、タオ
ル
〇問合せ・申し込み先＝３月４日
（水）までに地域振興課へ
☎ ・３１１１

横断歩行者を守る交通事故防止運動

歩行者と車が衝突する事故で最も多いのが、
横断歩
道を横断中の事故です。
暖かくなる３月は人や車の動
きが活発になり、
歩行者が交通事故に遭いやすくなり
ます。
「横断歩道での歩行者優先」
、
「道路横断時の安
全確認の徹底」をお願いします。
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川口地域で資源物の拠点回収を
実施します。皆様のご協力をお願
いします。
〇日時＝５月 日（日）
午前９時～正午
〇場所＝川口支所脇車庫前（のぼ
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○加入資格
①新潟県内の市町村に居住し、住
民登録をしている人
②①の人と生計を同じくしている
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３⽉の⾏事
４日(水)…ままのまカフェ・防災講座
９日(月)…米百俵号
１３日(金)…大きくなったね！お祝い会
１８日(水)…３月生まれのお誕生会・発育測定
２４日(火)…お話と手遊びの会

☆アンパンマン教室（親子教室）☆

４⽉の⾏事
１５日(水)…こんにちは！仲良し会
２０日(月)…米百俵号
２２日(水)…４月生まれのお誕生会・発育測定
２４日(金)…作って遊ぼう「こいのぼり」

☆アンパンマン教室（親子教室）☆

６日・２７日（１３日はお休みです）

１０日・１７日・２４日 （３日はお休みです）

★ 午前１０時１５分から１１時１５分まで
★ 時間までにご来館ください。

すこやかでは、令和２年度も引き続き親子教室
（通称アンパンマン教室）を金曜日に開催します。

◆ 「ままのまカフェ・防災講座」
３⽉４⽇（⽔）
午前１０時〜１１時１５分
⽣活の中で起こる事故やけがについての対処⽅
法や⼼肺蘇⽣法を専⾨の⽅から実演を交えてご指
導いただきます。終了後は、ままのまカフェでホッ
とタイムがあります。ぜひご参加ください。
◆ 「⼤きくなったね︕お祝い会」
３⽉１３⽇（⾦）
午前１０時３０分〜１１時１５分
⼀年間ご利⽤いただいたことに感謝を込めて、⼦
どもたちの成⻑をお祝いしたいと思います。ささや
かですが、茶話会やお祝いのプレゼントを⽤意して
お待ちしています。みんなで、楽しいひと時を過ご
しましょう︕

★ 午前１０時１５分から１１時１５分まで
★ 時間までにご来館ください。

◆ 「こんにちは︕仲良し会」
４⽉１５⽇（⽔）
午前１０時１５分~１１時１５分
令和２年度も「すこやか」でみんなで楽しく遊び
ましょう。顔合わせの「こんにちは︕仲良し会」を
⾏います。初めての⽅も⼤歓迎︕⼀緒に楽しみまし
ょう。
◆ 「作って遊ぼう︕こいのぼり」
４⽉２４⽇（⾦）
午前１０時１５分〜１１時１５分
アンパンマン教室で「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︕
入園・進級などで環境の変化があるこの時期
ですが、「すこやか」は子育てを応援する場とし
て変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。

毎週金曜日、無料バスが運行しています。
★ 行き → 午前 10 時 川口支所玄関前発
★ 帰り → 午前 11 時 30 分 すこやか発
冬期間は「すこやか」の駐車場が狭くなりますの
で、バス利用が便利です。ぜひご利用ください。
[問合せ] 子育ての駅かわぐち「すこやか」
☎ 89－3555
▲ こんにちは︕仲良し会（昨年）

３

令和元年度の地域委員会の活動状況を
お知らせします
・委員長

小宮山

正久・副委員長

山森

瑞江

○委員数 １２名（正副委員長含む）
○任 期 平成 31 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日
○活動状況
第１回地域委員会 ４月２２日【１２名出席】
・主な内容 正副委員長の選任
川口地域の課題等について
第２回地域委員会 ７月１１日【９名出席】
・主な内容 東川口保育園について
地域委員会の進め方について
ふるさと創生基金事業について
第３回地域委員会 １２月１３日【１０名出席】
・主な内容 保育園の整備について
コミュニティセンターについて
大平沢川の改修について
第４回地域委員会 １月８日【１２名出席】
・主な内容 今後のまちづくりの提案や広聴のあり
方の検討について
第５回地域委員会 ２月１２日【１１名出席】
・主な内容 今後のまちづくりの提案や広聴のあり
方の検討について(２回目)
※

内容については、市ホームページで随時議事
録を公開していますのでご覧ください。

「川口コミセン」令和２年度の開設に
向けて始動しました
【川口コミュニティ推進準備委員会】
・委員長 小宮山 正久 ・副委員長 阿部
〇委員数 １５名（正副委員長含む）
〇専門部会 健康・福祉・子育て支援部会
文化・スポーツ部会
まちづくり部会

和真

これまでの４年にわたる住民代表による検討結
果を受け、いよいよ「川口コミュニティセンター
（＝コミセン）」開設に向けた準備が始まりまし
た。令和元年度は、１０月から委員会３回、専門
部会２回が開催され、
〇 住民自治、オール川口の拠点
〇 住民と支所が互いの強みを生かして連携
〇 情報発信機能を持ち、住民の声が集まる場
〇 残すべき公民館活動は大切に
などの視点を持ち、川口住民による、川口住民の
ためのコミセンの姿を求め議論を重ねました。
川口コミセンは、川口公民館の建物を使い令和
２年秋の開設を目指しています。ボランティア精
神で参画してくださる方、ぜひ声をお寄せ下さ
い。
川口公民館分館や集会施設については、今後、
各地区の御意見を伺いながら検討していきます。
［問合せ先］地域振興課

☎

89-3111

４⽉の⾏事

［問合せ先］地域振興課

☎

89-3111

7

⽕

（えちご川⼝温泉・あぐりの⾥休館⽇）
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新緑まつり〔あぐりの⾥〕
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３歳児健診〔越路保健センター〕
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⽝の登録と狂⽝病予防注射〔川⼝⽀所脇
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⽉

⾞庫〕
⽶百俵号＜移動図書館＞〔すこやか、

⽶百俵号＜移動図書館＞〔すこやか、

和南津集会所、⽜ヶ島会館〕

和南津集会所、⽜ヶ島会館〕

⾚ちゃん相談〔越路保健センター〕

⾚ちゃん相談〔越路保健センター〕
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⽶百俵号＜移動図書館＞〔東川⼝保育園、

（あぐりの⾥休館⽇）

⼩⾼集会所、川⼝⼩学校〕

⽔

ニュースポーツ体験交流会〔川⼝公⺠館〕

（えちご川⼝温泉・あぐりの⾥休館⽇）
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春よこいこい祭り〔あぐりの⾥〕
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（えちご川⼝温泉・あぐりの⾥休館⽇）
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⽇

川⼝地域の世帯・⼈⼝（2.1現在）

１歳６ケ⽉児健診〔越路保健センター〕
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⽔

⽶百俵号＜移動図書館＞〔東川⼝保育園、
⼩⾼集会所、川⼝⼩学校〕
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（あぐりの⾥休館⽇）
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⽕

（えちご川⼝温泉・あぐりの⾥休館⽇）

川⼝地域クリーン⼤作戦

※（

）は前号⽐

世帯数

⼈ ⼝

男

⼥

1,510世帯

4,262⼈

2,064⼈

2,198⼈

（-2）

（-14）

（-6）

（-8）
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