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２月15日（金）
、おぐにコミュニティセンターで「フォー
クダンス体験講座」が行われました。
はじめは照れからか、表情も動きも硬かった参加者の皆さ
ん。懐かしい曲を踊るごとに軽やかに、和やかに、和気あい
あいな雰囲気になりました。最後には、笑顔いっぱい、汗を
ふきふき楽しんでいました。
「またやりたい！」という声が多く、５月から月１回開催
する予定です。

２月26日（火）、法末集落のよったかり場で大きい
サイズの「越後長岡地域の宝かるた」を使ったかる
た大会が行われました。
句が読み上げられると、絵札に向かって猛突進！
参加者は、童心に返ってかるた取りを楽しんでいま
した。
⇒「越後長岡地域の宝かるた」の貸出しを行って
います。ぜひご活用ください。
問合せ・申込み：地域振興課 ☎９５－５９０５
発行・編集：小国支所地域振興課

TEL0258-95-5905

３月１日（金）、小国小学校では、「６年生を送
る会」が行われました。５年生が中心となって準
備が進められました。きずな班で一年間、一緒に
活動をしてきた６年生にプレゼントを渡したり、
ゲームや出し物など、６年生への感謝の気持ちが
詰まっていました。
６年生の皆さん、小国小学校での楽しい思い出
を大切に、中学校でも頑張ってください！
FAX0258-95-2282

Email ogn-chiiki@city.nagaoka.lg.jp

■大切な１票、忘れずに投票しましょう
告示日
投票日

期日前投票

統一地方選挙
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新潟県議会議員一般選挙
長岡市議会議員一般選挙
３月 29 日（金）
４月 14 日（日）
４月 ７ 日（日）
４月 21 日（日）
３月 30 日（土）～４月６日（土）
４月 15 日（月）～４月 20 日（土）
●市内 13 か所の期日前投票所（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～午後８時
※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：地域振興課 総務係

☎９５－５９０５

■狂犬病予防注射のお知らせ

■小国観光協会よっていがんかいから
『講演会』のお知らせ

～年一回の予防注射は愛犬家の義務です～
期
時
会
内
料

日：４月 10 日（水）
間：午前９時 50 分～10 時 30 分
場：小国支所庁舎裏車庫
容：犬の登録及び注射
金：登録済み犬 3,200 円
新規登録犬 6,200 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）

長岡市長 磯田達伸氏をお招きし、長岡市の
現状や今後の取り組み・観光イノベーション等
について講演いただきます。
期 日：３月 25 日（月）
時 間：午後６時 10 分～７時 10 分
会 場：小国商工物産館
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

■新入学児・新入園児を守る交通安全
週間のお知らせ

問合せ：市民生活課 環境係
☎９５－５９００

家庭・地域・関係機関等が一体となり、慣れ
ない通学・通園路を通い始める新入学児・新入
園児を交通事故の被害から守るとともに、交通
ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣
づけることにより、交通事故防止の徹底を図る
ことを目的に実施されます。

■資源物拠点回収のお知らせ
期
時
会
内

日：４月 21 日（日）
間：午前９時～正午
場：小国支所庁舎裏車庫
容：小型家電、食器類、かばん・ベルト、
古着、古紙類、ビン・缶・ペットボト
ル、てんぷら油、ミックスペーパー
※家庭から出た物に限ります！
※持ち込む場合のみ、無料で引き取ります。
※品目によって、対象条件が異なります。詳し
くは、「長岡市ごみと資源物の分け方と出し
方」
（平成 27 年 10 月改定版）の 24・25 ペー
ジをご覧ください。
※出し方のルールを守って、お出しください。
（正しくない場合は、引き取りできません。）

期 間：４月８日（月）～４月 14 日（日）
運動の重点：
◍新入学児・新入園児等に対する交通安全
指導の徹底
◍保護者等の交通安全意識の高揚
◍通学・通園路の安全確保

問合せ：地域振興課 地域振興・防災係
☎９５－５９０５

選挙管理委員会事務局 ☎３９－２２４１
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問合せ：市民生活課 環境係
☎９５－５９００
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■平成 31 年４月からの「おぐに支所
からのお知らせ」発行について

■米百俵号巡回のお知らせ

４月から支所からのお知らせが、毎月発行か
ら隔月発行（偶数月発行）に変わります。
支所地域限定の市政情報をお知らせし、これ
まで掲載していた「地域のできごと」について
は、特別版として年１回３月に発行します。
奇数月については、
必要に応じて
【回覧版 支
所からのお知らせ】を発行します。
平成 31 年度の発行日は以下のとおりです。
ご理解とご協力をお願いします。

平成 31 年度も自動車文庫「米百俵号」が様々
なジャンルの本、約 2,000 冊を乗せて巡回しま
す。本を借りるためには貸出カード（全館共通）
が必要です。
（貸出カードは車内で作れます。住
所が確認できる免許証や保険証などをお持ちく
ださい。）
借りた本の返却は、次回の巡回時または
市内の図書館、本の取次所でも可能です。
市内の図書館で借りた本を、米百俵号
で返すこともできます。

●通常版「支所からのお知らせ」
内 容：支所地域限定の市政情報について
発行日：４月 12 日、６月 21 日、８月 16 日
10 月 18 日、12 月 13 日、２月 21 日
●特別版「支所からのお知らせ」
内 容：
「地域のできごと」
・支所地域限定
の市政情報について
発行日：３月 19 日
●【回覧版 支所からのお知らせ】
※奇数月に必要に応じて発行します。

停車場所
停車時間
巡 回 日
上栗集落
午前10時30分～
４／９（火）、５／７（火）
開発センター
10時50分
６／４（火）、７／２（火）
おぐにコミュニティ 午前11時～
９／３（火）、10／１（火）
センター
11時30分 11／５（火）、12／３（火）
午後１時～
１／７（火）、３／３（火）
小国小学校
１時45分
午前９時40分～
ひまわり保育園
10時40分
４／12（金）、５／10（金）
午前11時～
おごしの里
６／７（金）、７／５（金）
11時30分
９／６（金）、10／４（金）
上岩田地区
午後０時50分～ 11／８（金）、12／６（金）
多目的集会施設
１時10分 １／10（金）、３／６（金）
苔野島集落
午後１時25分～
開発センター
１時45分

問合せ：地域振興戦略部 地域振興班
☎３９－２２６０
地域振興課 地域振興・防災係
☎９５－５９０５

本の取次所：おぐにコミュニティセンター
問合せ：中央図書館 米百俵号担当
☎３２－０６５８

■小国診療所から新年度の診療体制
のお知らせ

■男女平等推進センター「ウィルなが
おか」
の出前相談をご利用ください

新年度の診療体制が次のと
おり変更になりますので、診療
の際にはご注意ください。

夫婦関係や家族の問題など、誰にも相談でき
ずに悩んでいませんか？
女性相談員があなたのお話をお聴きして一緒
に解決方法を考えます。

【主な変更点】
内
科：火～金曜日は午前・午後とも診療
月曜日は休診
在宅訪問診療：週４回から週３回へ変更
火・木・金曜日の午後診療
（午後１時 30 分～３時）
休日診療：土・日曜日、祝日は休診

まずは相談専用電話にご連絡ください。
☎０９０－４０６４－６０１７
受付時間：月曜日～金曜日
午前 10 時～午後４時 30 分
※秘密厳守。安心してお話ください。
※相談は無料です。

【平日の外来診療】
内
科：高橋医師
（火～金曜日の午前・午後診療、
水曜日は午後休診）
整形外科：村山医師（木曜日の午後診療）
歯
科：委託歯科医師
（月～金曜日の午前・午後診療）
診療時間：午前８時 30 分～、午後３時～
そ の 他：人間ドックは、引き続き休止
予防接種、一般健診・特定健診
受け付けています。
問合せ：小国診療所 ☎９５－２０１０

■クマにご注意ください
冬眠から目覚めたクマは餌となる山菜を求め
て山中を動き回ります。
山菜採りや農作業をす
るときは、クマに出会わ
ないよう、早朝や夕方を
避け、ラジオや鈴などを
鳴らして山に入りましょう。
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■くらしのカレンダー
小国診療所

３
月
毎週水曜日の午後、医科は休診します
毎週木曜日の午後、整形外科診療があります

３

月
行事等

日･曜日

４
月
毎週月曜日は終日、毎週水曜日の午後、医科は休診します
毎週木曜日の午後、整形外科診療があります

小国
診療所

２２ 金 おぐに支所からのお知らせ３ 月号 発行日

診療

４

月

小国
診療所

行事等

日･曜日

１ 月 行政相談 （１０：００～）

（おぐにコミュニティセンター)

休診

２ 学期終業式

（小国中学校）

（歯科）

卒業式

（小国小学校）

一日診療

誕生会

（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

２ 火

診療

３ 水

午前診療

２３ 土

休診

２４ 日

休診

（歯科）

２５ 月

休診

一日診療

２６ 火 大きくなったね会 ※１

（歯科）

４ 木 入園式

一日診療

５ 金 始業式

診療

（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

２７ 水

午前診療
（歯科）

午後診療

休診

７ 日 新潟県議会議員一般選挙投票日
８ 月 入学式

休診

（小国小学校・小国中学校）

新入学児・ 新入園児を守る交通安全週間 （～4/14まで）

（歯科）

〃

(11:00～)

〃

(13:00～)

休診

（上栗集落開発センター）

（小国小学校）
（小国支所庁舎裏車庫） 午前診療

１０ 水 狂犬病予防注射

（歯科）
一日診療

一日診療
休診

１１ 木

診療

１２ 金 おぐに支所からのお知らせ４月号 発行日

※１ 大きく なったね会 は、
内 容：一年の親子の成長を喜びながら、お祝い制作でオリジナル
内 容：キーホルダーを作ります。
時 間：午前10時30分～
※２ 春の里山ハイキング は、
時 間：午前10時～午後１時

米百俵号 (9:40～)

■あなたも狙われています!!
さまざまな手口で言葉巧みに、高額な商品や
サービスなどの契約をせまる悪質業者は、あな
たを狙っています。

診療

（ひまわり保育園）

〃

(11:00～)

（おごしの里）

〃

(12:50～)

（上岩田地区多目的集会施設）

〃

(13:25～)

（苔野島集落開発センター）

１３ 土

休診

１４ 日 長岡市議会議員一般選挙告示日

休診

春の里山ハイキング ※２

（みんなの体験館）

◍あいまいな返事はせず、必要なければはっき
り断る。迷ったらその場で判断せず、消費生
活センターや身近な人に相談する。
◍しつこく督促されたり、強く迫られても、粘
り強く断り続ける。しつこく勧誘して帰らな
いときや、不安や不審を感じたときは、警察
に通報する。
●訪問販売・電話勧誘販売などの契約は、一定期
間内であれば、無条件で解約できる「クーリン
グ・オフ制度」の適用があります。詳しくは消
費生活センターへご相談ください。

■小国地域の人口
（平成31年３月１日現在）

問合せ：消費生活センター
☎３２－００２２
地域振興課
地域振興・防災係
☎９５－５９０５

人口総数
男
内訳
女

５，１６１
２，４８０
２，６８１

前月比
－１３
－８
－５

世帯数

２，０１６

－３

「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/
※文書中の「年度」の表記については、改元後は新元号に読み替えてくださるようお願いします。
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診療

（おぐにコミュニティセンター）

（歯科）

３１ 日

休診
（歯科）
一日診療

９ 火 米百俵号 (10:30～)

一日診療
３０ 土 新潟県議会議員一般選挙期日前投票開始
（～4/6まで）

診療

診療

（ひまわり保育園）

２９ 金 新潟県議会議員一般選挙告示日

診療

（小国小学校・小国中学校）

６ 土

一日診療
２８ 木 卒園式

（ひまわり保育園）

