子ども家庭課さい
Ｔ ・２３００



１パパママサークル

妊娠中に夫婦で知っておき
たい育児のポイントを学びます︒
時８月 日㈯午前 時〜正午
場さいわいプラザ 内助産師・

スポーツ

健康

消毒薬

手続き・制度

問健康課さいＴ

時７月 日㈮午後７時〜８時
分 場㈱大光銀行本店︵大
手通１︶ 対市内事業者 定
人先着 申７月 日㈫まで
に同行地域産業支援部Ｔ ・
４１１１へ 担当＝産業支援
課大手Ｔ ・２２２８

●大光銀行キャッシュレス決
済セミナー

・７５０８

逆性石鹸液 屋内用（床、壁、
（６００ ） 家具など）

消石灰
床下用、屋外用
（ ㎏入り）（屋敷周りなど）

用 途

募集

みんなのひろば

上 定 人 先 着 ￥ １ ０︑０ ３１１３へ
０ ０ 円︵ 学 生 ５︑０ ０ ０ 円 ︶
●くらしの講座「安くて良い
申７月 日㈭までに中越防災
商品を買えるワケ」
安全推進機構Ｔ ・５５２５
へ 担当＝危機管理防災本部 時７月 日㈫午後２時〜３時
分 場まちなかキャンパス
アオＴ ・２２６２
長岡 講公正取引委員会・飯
●水害時の消毒薬の配布
吉秀樹さん 定 人先着 申
水害時の感染症防止のため︑ ７月 日㈪までに消費生活セ
被害を受けた住宅の所有者に︑ ンター市セＴ ・００８２へ
町内会を通じて消毒薬を配布
●多重債務問題相談日
します︒希望者は町内会長へ
ご連絡ください︒

くらし

● 地域の防災リーダーになろう
中越市民防災安全大学受講
生募集

防災の知識や技術を︑家庭
や地域で役立てませんか︒
卒業すると︑ＮＰＯ法人日
本防災士機構が認定する﹁防
災士﹂の受験資格を取得でき
ます︒また︑希望により﹁中
越市民防災安全士会﹂に入会
でき︑会員同士や他団体との
交流を通じ︑理解を深めたり︑
地域の防災活動を支援したり
できます︒
時８月 日㈯・ 日㈰・ 日
㈯︑９月７日㈯・８日㈰午前
９時〜午後５時︵計５回︶
場長岡震災アーカイブセンター
きおくみらいなど 講全国の
防災専門家など 対高校生以
●知って得する介護研修会
らくらく介護～福祉用具の
紹介と実技体験～

時７月 日㈮午後１時 分〜
３時 分 場和島保健センター
定 人先着 申７月８日㈪か
ら和島支所市民生活課Ｔ ・

弁護士・司法書士が相談に
応じます︵要予約︶︒
時７月 日〜８月７日の毎週
水曜日午後１時 分〜４時
場・申消費生活センターＴ ・
００２２

●税理士無料税務相談
（要予約）

時７月 日㈬︑８月７日㈬午
前９時 分〜正午 場・申税
理士会長岡支部︵三和３︶Ｔ
・８０８０ 担当＝市民税
課アオＴ ・２２１２

マナーで和ぐ

やわら

●７月 日㈪～ 日㈬は
夏の交通事故防止運動
うるわ

令しい
夏の道

・無謀な運転や飲酒運転は絶
対にやめる
・長距離を運転するときは︑
早めの休息を
・シートベルト︑チャイルド
シートの着用を徹底する
・自転車が歩道を通行できる
場合でも︑歩行者の通行を

申７月８日㈪〜 日㈮に学校 問河川港湾課市セＴ ・２２
法人北陸学園北陸福祉保育専 ３３
門学院︵☎ ・０２８８︶ホー
●青少年健全育成県民大会
ム ペー ジ
http://www.hokuri
専用フォーム
kugakuen.ac.jp/
で 担当＝保育課さ い☎ ・
２２１９

まりん

「 子 育て 支 援 員 」は 保 育 士 資
格が無くても、研修で身に付
けた知識や技術を活かして子
どもに携わる仕事ができるよ。
市内では１８３人が働いてい
るんだ。保育の現場で活躍す
る人材を待ってるよ！

海の妖精神

▲

●７月は河川・海岸愛護月間

②申請（郵送）
①通知（７月下旬）

手続き・制度

時７月 日㈰午後１時〜４時
場中之島文化センター 内事
例発表︑講演会など 講安全
インストラクター・武田信彦
さん 問県児童家庭課Ｔ０２
５・２８０・５２１４ 担当
＝青少年育成課さいＴ ・２
３９３
●水稲・大豆病害虫の防除に
ご協力を

７月中旬から８月上旬に無
人ヘリコプターや背負動力散
布機で防除をします︒人や動
物に影響の少ない薬剤を使用
しますが︑作業中は近づかな
いでください︒実施区域の道
路を通行するときは交通誘導
にご協力ください︒
時午前４時 分〜正午 問農
水産政策課 市セＴ ・２２２３

募集

みんなのひろば

32
2019.７

催し

配布場所＝子ども家庭課︑総
合窓口アオ︑各支所市民生活
課︑子育ての駅など

保健師からの情報提供︑沐浴
福祉課アオ
体験︑パパの妊婦擬似体験
Ｔ ・２２１８

対妊婦とパートナー 定 組
●新潟県精神保健福祉協会記
先着 持母子健康手帳︑バス
念講演会
タオル︑フェイスタオル︑ビ
「女性のこころと健康」
ニール袋︑座布団 申７月
日㈬から
時７月 日㈬午後３時〜４時
分 場リリックホール 講
２子育てガイド（無料）を
若松町こころとひふのクリニッ
ご利用ください
ク医師・加茂登志子さん 定
子育てに関する制度や事業︑ ３００人先着 申７月 日㈫
困ったときの相談窓口などを までに県長岡地域振興局地域
紹介しています︒
保健課Ｔ ・４９３１へ

土木政策調整課市セ︑情報ラ
妨げない
問市民課アオＴ ・２２０６︑ ウンジアオ ※意見書を提出
各支所地域振興課
できます︒事前にご連絡くだ
さい 問・提出先＝都市計画
課Ｔ ・２２２５

32

39

39

川や海は暮らしに欠かせな
い大切な資源です︒不法投棄
をなくし︑ごみを持ち帰るな
どの環境美化に努めましょう︒

くらし

39

39

●セイタカアワダチソウの
拡大を防ぎましょう

30

32

30

31

対象事業者＝市内に店舗があり、小
売業、飲食業、理美容業などを営む
事業所 申８月20日㈫までに長岡
市共通商品券協同組合Ｔ86・7107へ

●保育の場で活かせる！
子育て支援員研修

39

30

▼

10

30 17

28

★プレミアム付商品券が
使用できる店舗を募集します

生態系に影
響をおよぼす
可能性がある
として︑環境
省が﹁生態系
被害防止外来
種リスト﹂に
載せている植物です︒秋にな
ると黄色の花が咲きます︒花
が咲く前に︑抜き取るか刈り
取ってその場で枯らしてくだ
さい︒
問環境政策課Ｔ ・０５２８

23

22

使用できる店舗

対象者

● 都市計画道路大積町長岡ニュー
タウン線及び関連する都市
計画の変更案を縦覧します

健康

30

⑤買い物

講習と現場での実習で保育
の知識や技術を学びます︒研
修修了者を保育園や小規模保
育施設などで活用できる﹁子
育て支援員﹂に認定します︒
時基本研修︵コース共通︶⁝８
月 日㈪・ 日㈫①地域保育
コース⁝８月 日㈮︑９月６
日㈮・９日㈪・ 日㈭②地域
子育て支援コース⁝９月 日
㈮・ 日㈫︑見学実習︵コース
共通︶⁝９︑ 月のうち２日
間 場さいわいプラザ︵見学
実習は市内保育園など︶ 対
市内に在住または在勤︵保育
や子育て支援分野︶の人 定
①１００人抽選② 人抽選

スポーツ

④券の購入

時７月 日㈬〜８月 日㈬
縦覧場所＝都市計画課大手︑

催し
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市政だより
2019.７
市政だより
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販売窓口

31

13

39

③引換券
（９月下旬）
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30
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24

２カフェＤＥ健康講座

32

24

健康づくり拠点としての機能や新潟
アルビレックスBBとの連携を強化しま
す。お得な価格で気軽にコーヒーを飲
みながら、楽しく健康づくりができま
す
（ランチは要予約）
。 ※詳しくは市政
だより８月号、ホームページhttps://
www.nagaoka-kenkou.jpで
問福祉総務課アオＴ39・2371

26

17

39

10

７月12日㈮
多世代健康
づくりの拠点 タニタカフェ
リニューアルオープン！
16

消費税引き上げによる影響を緩和
するため、10月から２万5,000円分
の商品券を２万円で販売します。購
入対象となる可能性のある人へ、７
月下旬に申請書を郵送します。また
９月下旬に、対象者へ引換券を郵送
します。詳しくは市ホームページを
ご覧ください。
対次のいずれかに該当する人１令和
元年度の住民税が課税されていない
人（課税者に扶養されている人など
を除く）
２平成28年４月２日から令和
元年９月30日までに生まれた子ども
がいる世帯の世帯主（申請不要）

14

26

商品券

24

問プレミアム付商品券室さい
☎39・2327

30

市役所

39

39

33

31

15

【利用までの流れ】

17

時７月23日㈫午後１時30分～３時30分、
８月８日㈭午前10時～正午 場タニタ
カフェ市セ 講運動指導員、保健師
問健康課さいＴ39・7508
火災が発生したごみ
収集車と原因と思われ
るスプレー缶。
分別を誤
ると重大な事故につな
がる場合があります
燃やすごみ袋の紙おむつに
丸を付けて出してください。

39

30

１カフェＤＥ運動・健康相談

24

時・内①７月12日㈮…まちなかウオー
キング②18日㈭…腰痛予防講座③26日
㈮…まちなかナイトウオーキング④30
日㈫…タニタ健康くらぶ活用法⑤８月
６日㈫…こころ元気アップ講座 時間
＝①②④午前10時～11時③午後６時30
分～７時30分⑤午後２時～３時 場タ
ニタカフェ 問健康課

10月から
長岡市プレミアム付
商品券を販売します

危険

タニタで健康に
問環境施設課Ｔ24・2838
生ごみの収集日に紙お
むつに混ざり衣類や布な
どが出されると、機械が
故障する原因になります。
ご理解とご協力をお願い
します。

問環境業務課Ｔ24・2837

生ごみの収集日に
燃やすごみ袋で出せるのは
紙おむつだけです

スプレー缶などを「燃やさないごみ」として出すと、
処理施設やごみ収集車の火災・爆発の原因になります。
対スプレー缶、カセットボンベ、ライターなど
出し方＝①中身を使い切り、必ず風通しの良い屋外で、
容器に穴を空けてガスを抜く②透明・半透明の袋に入
れ「キケン」と表示
③有害危険物の日
に出す

◆時や場などの略字の見方は18ページ
◆対どなたでも、定特になし、￥無料、申不要（直接
会場へ）
の場合は、記載なし
◆申に電話、ファクス、Ｅメール、Ｈ
（市ホームペー
ジ）
の記載がある場合は、その方法で申し込み可
アオ＝アオーレ長岡
市セ＝市民センター
大手＝大手通庁舎
さい＝さいわいプラザ

スプレー缶などは
有害危険物で出してください

故障や事故の原因に！
分別ルールを守りましょう

