子ども家庭課さい
Ｔ ・２３００



❶離乳食教室

スポーツ
健康

くらし

日㈮までにＮＰＯ法人長岡産
業活性化協会ＮＡＺＥＴ ・
８７００へ 担当＝工業振興
課大手Ｔ ・２２２２

手続き・制度

募集

みんなのひろば

毎月１回東京で開催してい
ます︒
時５月 日㈰︑６月 日㈰︑
７月 日㈰︑８月 日㈰︑９
月９日㈰︑ 月 日㈰︑ 月
日㈷︑ 月 日㈯︑１月
日㈰︑２月 日㈰︑３月 日
㈰午前 時 分〜午後４時
場表参道新潟館ネスパス︵東
京都渋谷区︶ 対長岡市およ
び周辺の企業に就職を希望す
る 学 生︵ 高 校 生 不 可 ︶︑ 社 会
人︵保育あり︒要予約︶ 定
各５人先着 申ながおか就職
・Ｕターンサポートデスクホ
ームページで 担当＝産業支
援課Ｔ ・２２２８

募集

みんなのひろば

24
2018.５

催し
応じます︵要予約︶︒
時５月 日㈬・ 日㈬・ 日
㈬︑６月６日㈬午後１時 分
〜４時 場・申消費生活セン
ター市セＴ ・００２２

栃尾南小学校

●消費者月間記念講演会
日本人の食生活～「まごわ
やさしい」食習慣～

午前８時～11時

時５月 日㈫午後２時〜３時
分 場まちなかキャンパス
長岡 講消費生活コンサルタ
ント・斉藤俊子さん 定 人
先着 申消費生活センターＴ
・００８２

尾

時５月 日㈬午後２時〜３時
分 場さいわいプラザ 内
栄 養 士 の 話︑ 離 乳 食 の 試 食
︵保護者︶ 対平成 年 月
〜今年２月生まれの子と保護
者 定 組先着 持食器︑ス
プーン︵保護者用︶ 申５月
日㈬〜 日㈬

栃

●やっぱ！ながおか
Ｕ・Ｉターン就職個別相談

小国支所

● 税理士無料税務相談（要予約）

●ゴールデンウィーク開催
Ｕ・Ｉターン就職個別相談会

で
//www.de-job-ra.net

十日町小学校
長岡南部 午前９時～正午

❷パパママサークル

商店街連合会内︶Ｔ ・７０
０２へ 担当＝産業支援課Ｔ
・２２２８

長岡中央 午前９時～11時30分 柿小学校

▶オフィス機器製造会社での現場
実習

寺泊支所

●普通救命講習会

大切な人の命を救うために︑
心肺蘇生法やＡＥＤ︵自動体
外式除細動器︶の使用方法を
学びます︒講習修了者に﹁普
通救命講習修了証﹂を交付し
ます︒
時間＝午前９時 分〜午後０
時 分 申各消防署
◎長岡消防署Ｔ ・２１９３
時・場６月 日㈯⁝北部体育
館︑ 日㈰⁝新産体育館︑
日㈯⁝越路小学校︑ 日㈰⁝
消防本部︑ 日㈭⁝市民体育
館︑ 日㈯⁝小国会館︑７月
６日㈮⁝市民体育館︑７日㈯
⁝消防本部︑ 日㈬⁝市民体
育 館︑ 日 ㈯ ⁝ 南 部 体 育 館
定各１００人先着

など︑７月 日㈭⁝事業承継
総括と持続企業の秘訣︵計３
回︶ 時間＝午後３時 分〜
５時 対経営者︑企業の後継
者 定 人先着 場パートナ
ーズプラザ︵幸町１︶ 申パ
ートナーズプロジェクトＴ
・２６８５ 担当＝産業支援
課大手Ｔ ・２２２８
●長岡の商業者全員集合！
新潟県まちゼミフォーラム

午前８時～10時

手続き・制度

問消防本部総務課Ｔ35・2192
11
13
17

10

泊

長岡へ帰省している人など
を対象に行います︒就職活動
中の地元大学生などの相談に
も応じます︒
時５月５日㈷午前 時〜午後
４時 場アオーレ長岡 対長
岡市および周辺の企業に就職
を希望する学生︵高校生不可︶︑
社会人︵県内在住者は対象外︶︑
保護者 担当＝産業支援課Ｔ
・２２２８ ※詳細はなが
おか就職・Ｕターンサポート
デスク︵問Ｔ０１２０・７５
０５・ ︶ホームページ http:

くらし

５/27 長岡北部 午前９時～11時45分 黒条小学校
㈰
山古志 午前９時～11時30分 山古志支所

26

妊娠中に夫婦で知っておき 時５月 日㈬︑６月６日㈬午
たい育児のポイントを学びます︒ 前９時 分〜正午 場・申税
時・場①６月２日㈯午後１時 理士会長岡支部︵三和３︶Ｔ
分〜３時 分⁝子育ての駅
・８０８０ 担当＝市民税
なかのしま② 日㈯午前 時 課アオＴ ・２２１２
〜正午⁝さいわいプラザ 内
●長岡ものづくり現場改善
助産師・保健師からの情報提
インストラクター養成スク
供︑沐浴体験︑パパの妊婦擬
ール
似体験 対妊婦とパートナー
生産効率を高める現場改善
定①８組先着② 組先着 持
母子健康手帳︑父と子のメモ のノウハウを学びます︒
リアルカード
︵②は座布団も︶ 時７月５日〜 月 日の毎週
申①５月２日㈬から中之島支 木曜日︵一部土曜あり︒計
所市民生活課Ｔ ・２０１５ 回︶ 場ＮＩＣＯテクノプラ
② 日㈬から子ども家庭課
ザ
︵新産４︶
など 対①ものづ
くり企業で現場管理・改善に
携わっている人②①の経験が
ある企業退職者 定 人先着
￥１人当たり①市内企業 万
円︑市外企業 万円②２万円
●多重債務問題相談日
︵同スクール修了の従業員が
いる企業は半額︶ 申６月

日は午後４時まで︶ ￥３︑
５６０円
②防災管理新規講習会
時６月 日㈮午前 時 分〜
午後４時 分 ￥２︑
３７５円
◇
◇
①②いずれも 場消防本部
定１３０人先着 申６月６日
㈬〜 日㈮に６カ月以内に撮
った証明写真︵縦４㎝×横３
㎝︶１枚を添えて︑消防本部
予防課Ｔ ・２１９０︑各消
防署・出張所へ
●事業承継セミナー

県内 地域で実施している
﹁まちゼミ﹂の異業種交流会
です︒
時５月 日㈪午後２時 分〜
５時 分 場アオーレ長岡
内事例紹介︑講演︑パネルデ
ィスカッション 対市内商業
者 申５月 日㈭までに長岡
まちゼミ実行委員会︵長岡市

健康

午前８時30分～正午

14

弁護士・司法書士が相談に

◎与板消防署Ｔ ・２５７２
時・場６月９日㈯⁝中之島コ
ミュニティセンター︑ 日㈰
⁝和島保健センター︑ 日㈰
⁝寺泊スポーツセンター︑
日㈯⁝みしま会館︑ 日㈯⁝
与板小学校 定各 人先着
◎栃尾消防署Ｔ ・１１５５
時・場６月 日㈯・ 日㈯⁝
栃尾産業交流センターおりな
す︑
７月１日㈰・８日㈰⁝栃尾
文化センター 定各 人先着
★この日程以外にも︑町内会
やサークルなどからの希望に
より講習会を開きます︒ご相
談ください︒
企業の円滑な事業承継の対
策ポイントを複数の専門家が
解説します︒
時・内６月７日㈭⁝親族内承
継と新事業承継税制︑ 日㈭
⁝親族外承継とＭ＆Ａの活用

スポーツ

国

15

寺

市政だより
2018.５
市政だより

25

小

10

40 17

12

13

15

10

三島支所

多くの従業員が消防団に加入し、地域防災
に大きな役割を果たしていることなどが評価
されました。市内では２例目です。
※同社と㈲稲建土木興業は、消防団活動や団
員の確保などに貢献しているとして、消防庁
から消防団協力事業所に認定されました
問消防本部総務課

５/20 長岡川西 午前９時～11時30分 江陽中学校
㈰
長岡西部 午後１時～４時
関原中学校

39

午前８時～正午

32

㈱成田屋電設が
消防庁の「消防団等地域活動表彰」を受賞
＜市外の人限定＞
★金額に応じて長岡ならではの返礼品を贈呈
例えば…寄付額１万円以上で長岡まつり大花
火大会観覧席右岸ベンチ席チケット（定各日
200席先着）
、６万円以上で右岸マス席チケ
ット（定各日150席先着）など
※６月10日㈰まで受け付け。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください
問政策企画課アオＴ39・2361

島

今年は
県
唯一！内で

三
５/13
㈰

場
会
間
時
方面隊
期日

10

ふるさと納税は、応援したい
と思う地方公共団体に寄付で
き、寄付額に応じて個人住民税
・所得税が一定の限度額まで控
除される制度です。いただいた
寄付は
「日本一のふるさと長岡」
をつくるための重点施策に活用
します。

①甲種防火管理新規講習会
時６月 日㈬・ 日㈭午前
時〜午後４時 分︵計２回︒

催し

帰省した家族や親戚、友人に
ご案内ください

23

●消防団が消防演習を行います。

長岡市、見附市、出雲崎町の各消防団代表が参
加します。訓練の成果をご覧ください。
消防団の訓練は早朝や夜間のため、ご迷惑をお
掛けしますが、ご協力をお願いします。
時６月３日㈰午前７時45分～午後０時30分 場市
民防災公園 問消防本部警防課Ｔ35・2169

消防団を見に行こう！
14

ふるさと納税のお願い

30

11

●消防団ポンプ操法競技会
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原子力防災の情報を
分かりやすく発信する
「長岡市原子力防災ホ
ームページ」を開設し
ました。
「緊急のお知らせ」
のほか、屋内退避や避
難行動を具体的に解説
した「緊急時の行動」
や、いざというときの
避難先や主な避難ルー
トを地図上に表示した
「地域のマップ」など ▲スマホ版のトップ画面
６項目に分けて表示し
ています。国や県などの関係機関と連携し、
最新かつ正確な情報を市民のみなさんに迅速
にお伝えします。
万が一の災害に備え、ぜひ原子力防災に関
する情報収集にお役立てください。
問原子力安全対策室アオＴ39・2305
【ＵＲＬ】http://portal.radiation.
city.nagaoka.niigata.jp/
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▶スマホはこちらから
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ご利用ください NEW
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原子力防災HPを
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●防火管理講習会

消防庁が全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の情報伝達訓練を行うため、試験放送を
行います。訓練とわかる内容を３回繰り返します。実際の災害と間違わないようご注意く
ださい。
時間＝午前11時ころ 問危機管理防災本部アオＴ39・2262

23

ホームページ

県内初！

◆時や場などの略字の見方は12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

緊急告知ＦＭラジオの臨時試験放送をします
５/16
水

