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おぐに
■安全運転お願いします
７月23日（火）国道404号（桐沢地内）で夏の交通
事故防止運動の取り組みの一つとして街頭啓発活動を
行い、柏崎警察署・小国交番・柏崎地区交通安全協会
小国地区・支所職員が安全運転を呼びかけました。

■もちひとまつり・おぐに大花火大
会に行こう！

■「長岡うまい米コンテスト 2019」
出品者募集
長岡市の米生産農家が追求する“安全・安心・美
味しい”長岡米の全国発信とレベルアップを目指し
その味を競います。

日時：８月18日（日）
午前９時15分～山車スタート
午後２時30分～屋台村オープン
午後３時40分～開会式
午後４時10分～太鼓演奏・伝統芸能・平安
行列・神輿等
午後７時30分～大花火大会
会場：ＪＡ柏崎小国支店カントリーエレベーター
前特設会場
その他：シャトルバスの運行はありません。
花火観覧席に敷物等の準備はありません
ので、各自ご持参ください。
※詳細は各戸配布のパンフレットをご覧ください。

主催：長岡うまい米コンテスト実行委員会
応募資格：市内在住または出雲崎町の農業者、学
校田のある小学校
出品対象米：今年産の国内銘柄（ただし、低アミ
ロース米、もち米は除く）
出品数：一人何点でも応募可
申込み：８月 30 日（金）までに産業建設課また
は農水産政策課にある申込用紙を郵送、
メール、ＦＡＸ等で事務局に提出
※長岡市ＨＰからもダウンロードできま
す。
部門：①個人部門 ②学校田部門
出品料：出品点数１点につき 1,500 円
提出物：玄米２kg、出品する米の栽培履歴
選考方法：１次審査（書類）
２・３次審査（殻粒判別機・食味計）
最終審査（食べ比べ）
※学校田部門については、最終審査会
当日に体験記録発表もあります。
問合せ：長岡うまい米コンテスト実行委員会
産業建設課 ☎９５－５９０６
農林水産部農水産政策課
☎３９－２２２３
長岡うまい米キャラクター
「まんまくん」
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■小国芸術村企画展「小国町展」開
催のお知らせ

■第３回おぐに写真コンテスト
写真募集中！

小国地域の小・中学生、サークルの皆さんの作品
を展示します。ぜひご鑑賞ください。
日時：９月14日（土）～10月６日（日）
※土・日・祝のみ開館
午前10時～午後４時（最終日は午後１時ま
で）
会場：小国芸術村 芸術村会館
入場料：無料
問合せ：地域振興課 ☎９５―５９０５

小国の様々な風景を写真に収めてみませんか？
入賞作品には、賞状・長岡市共通商品券のほか副
賞として小国の特産品を贈呈します。
今年はかかしまつり10周年を記念しておぐにかか
しまつり部門も新設しました。
皆さんのとっておきの１枚をご応募ください。
作品テーマ：
「小国の風景」部門
「おぐにかかしまつり」部門
申込み：９月30日（月）まで
出品数：各部門一人２点まで
出品料：作品１点につき500円
表彰式：11月３日（日・祝）おぐに秋まつり会場
※詳細は小国観光協会ＨＰをご覧ください。
http://www.oguni-navi.jp
問合せ：小国観光協会
よっていがんかい
☎９５―５５０５

■資源物拠点回収を行います
「まだ使える」
「捨てるにはもったいない」
「家
電が壊れた」そんな時は！家庭から出た物に限り、
資源物を回収します。

■献血にご協力ください
日時：10月15日（火）
（受付 午後１時30分～３時30分）
会場：小国支所
内容：全血献血400ml
対象年齢：16～69歳まで
（65歳以上の方は、60～64歳までの間
に献血経験のある方）
持ち物：献血カード
初回の方は身分証明書をご持参ください。
問合せ：市民生活課 ☎９５―５９００

日時：９月 22 日（日）午前９時～正午
会場：小国支所裏 車庫
内容：小型家電、食器類、かばん・ベルト、靴、
古着・古布、古紙類、ビン・缶・ペット
ボトル、リユースびん、使用済みてんぷ
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 24・25 ページ）
をご覧いただき、不明な点はお問い合わせく
ださい。
問合せ：市民生活課
☎９５－５９００

■音楽の森 2019 開催のお知らせ

-２-

日時：10 月 20 日（日）午前 11 時～午後５時
会場：おぐに森林公園
内容：●ライブ
小国中学校吹奏楽部・英昌会小国・
Academic BANANA・Kei・Flip Flops・
Chibi Unity・玉井夕海・不破大輔
●吉祥寺音楽祭2020 出演者の公開オーディ
ション
Loyd ’
s・Whoops!・the ikos・春谷龍太
・NaoyaZ
入場料：無料
【同時開催】オー！グリーンマーケット
問合せ：音楽の森プロジェクト 荒井
☎０８０－５４３４－９５４３
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■除雪共助組織活動強化支援補助金
についてのお知らせ

■くらしのカレンダー
８
行事等

日･曜日

長岡市では、過疎地域かつ特別豪雪地帯の地域
（山古志・小国・栃尾・川口）を対象に、玄関先等
の自力での除排雪が困難な世帯を支援する共助組織
の立ち上げ促進と活動強化を図るため、組織づくり
・計画づくり、除排雪に必要な用具等の整備にかか
る初期費用を支援します。

月

１６ 金 おぐに支所からのお知らせ８月号 発行日
１８ 日 もちひとまつり・大花火大会
（ＪＡ柏崎小国支店カントリーエレベーター前特設会場）

１９ 月 10周年おぐにかかしまつり （8/8～19）
（おぐにせせらぎ公園他）

補助対象団体：次のすべてに該当する共助組織
（集落、町内会、自主防災組織等）
①除排雪が困難な世帯の除排雪を
支援する共助組織
②除排雪が困難な世帯を支援する
ためのルールが定められている
共助組織
③事業完了後も継続して除排雪が
困難な世帯の除排雪を支援する
共助組織
④共助組織の所在地が対象地域内
にあること
⑤本補助金を受けたことがない共
助組織
補助対象事業：玄関先等の自力での除排雪が困難
な世帯を支援するためのルールを
定め、除排雪作業に取り組む事業
を対象とします。
補助対象経費：除排雪に必要な用具の購入経費の
ほか、除排雪作業にかかる保険料、
その他消耗品等
※除排雪作業にかかる人件費及び
除雪機械購入経費は補助対象外
となります。
補助金額：１組織につき 100,000 円（上限額）
募集（申請）期間：令和元年９月～11 月末まで
その他：補助金の申請は１組織１回限り
事業完了後も継続して共助組織で除排雪
支援に努めること
※事業の詳細及び補助金申請手続き、不明な点は
下記までお問い合わせください。
問合せ：地域振興課 ☎９５－５９０５

おぐにメンズ クラブ ※１

（おぐにコミュニティセンター）

２１ 水 食育講座

（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

２２ 木 おぐにメンズ クラブ※１

（おぐにコミュニティセンター）

おぐにママさんの会

（おぐにコミュニティセンター）

２３ 金 健康相談・発育測定

（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

２６ 月 誕生会

（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

２８ 水 ３歳児健診 ※２

（越路保健センター）

９

月
行事等

日･曜日

３ 火 米百俵号 (10:30～）

（上栗集落開発センター）

〃

（11:00～）

（おぐにコミュニティセンター）

〃

（13:00～）

（小国小学校）

骨密度測定

（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

４ 水 おぐにメンズ クラブ※１
ふれあいデー

（おぐにコミュニティセンター）
（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

６ 金 米百俵号 （9:40～）

（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）

ひまわり祭り

（ひまわり保育園たんぽぽ合同）

成人講座 ※３

（山口育英奨学会山びこ館）

９ 月 おぐにメンズ クラブ ※１

（おぐにコミュニティセンター）

１０ 火 赤ちゃん相談

（越路保健センター）

１３ 金 敬老の日プレゼント制作 （子育ての駅おぐにたんぽぽ）
１４ 土 小国地域敬老会 （11:00～）

（小国会館）

小国芸術村企画展 （10:00～）

（芸術村会館）

１６ 月 敬老の日
１８ 水 防災講座

（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

１９ 木 おぐにメンズ クラブ ※１

（おぐにコミュニティセンター）

おぐにママさんの会 ※４

２０ 金 健康相談・発育測定

（おぐにコミュニティセンター）
（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

２２ 日 べんがら染め（あづま袋を染める） ※５
（みんなの体験館）

資源物拠点回収 （9：00～)

（小国支所裏車庫）

２３ 月 秋分の日
２４ 火 誕生会

「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/
-３-

（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

２５ 水 １歳６か月児健診 ※６

（越路保健センター）

２６ 木 おぐにメンズ クラブ ※１

（おぐにコミュニティセンター）

２８ 土 つる細工 ※５

（みんなの体験館）

成人講座 ※３

（おぐにコミュニティセンター）

３０ 月 おぐに写真コンテスト締切日
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１０

月
行事等

日･曜日

１ 火 米百俵号 (10:30～）

（上栗集落開発センター）

〃

（11:00～）

（おぐにコミュニティセンター）

〃

（13:00～）

（小国小学校）

２ 水 おぐにメンズ クラブ※１

（おぐにコミュニティセンター）

４ 金 米百俵号 （9:40～）

（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）

８ 火 特設人権・行政合同相談会 （9：00～）
（おぐにコミュニティセンター）

１２ 土 つる細工 ※５

（みんなの体験館）

１３ 日 防災パッククッキング体験 ※５

（みんなの体験館）

１４ 月 体育の日
成人講座 ※３
１５ 火 健康相談

（おぐにコミュニティセンター）
（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

献血 （13：30～）

（小国支所）

１６ 水 ふれあいデー

（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

１７ 木 おぐにメンズ クラブ ※１
おぐにママさんの会 ※４

（おぐにコミュニティセンター）

■小国診療所

診療カレンダー

（おぐにコミュニティセンター）

１８ 金 おぐに支所からのお知らせ10月号 発行日
ふれあい遊び講座

（子育ての駅おぐにたんぽぽ）

２０ 日 小国地域総合防災訓練
音楽の森2019 （11:00～）

（おぐに森林公園）
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１０月以降の診療予定は決まり次第お知らせします。

■小国地域の人口
（令和元年７月１日現在）

-４-

人口総数
男
内訳
女

５，０８６
２，４５５
２，６３１

世帯数

２，００３

６月１日比
－１７
－９
－８
－２

