
長岡市への「特別警報」発令に伴い、一部施設が閉鎖となり、リーダーライターの利用ができなくなります。

※感染拡大等の状況によっては、閉館状況が変更になりますのでご了承ください。

施設名 住所 電話番号 開館時間
休館日

（年末年始除く）

さいわいプラザ 幸町2-1-1
0258-39-7508

（健康課）
平日　８：３０～１７：００

アオーレ長岡　西棟3階
市民協働センター

大手通1-4-10 0258-39-2020 ８：００～２２：００

市民体育館 学校町1-2-1 0258-34-2700 ９：００～２１：３０ 毎月第３月曜日
（祝日にあたる場合は翌日）

南部体育館 曲新町564-3 0258-39-3600 ９：００～２２：００ 毎月第４月曜日
（祝日にあたる場合は翌日）

北部体育館 東蔵王2-2-72 0258-24-6116 ９：００～２２：００ 毎月第１月曜日
（祝日にあたる場合は翌日）

新産体育館 新産2-1-9 0258-46-4601 ９：００～２１：３０ 毎月第１火曜日
（祝日にあたる場合は翌日）

タニタカフェ
大手通2-2-6
ながおか市民ｾﾝﾀｰ1F

0258-86-7867 １０：００～１７：００

国営越後丘陵公園
（花と緑の館内に設置)

宮本東方町字三ツ又
1950番地１

0258-47-8001 ９：３０～１８：００
詳しくは国営越後丘陵公園の
ホームページをご覧ください。

しなの薬局
長岡赤十字病院前店

千秋2丁目297番地1 0258-22-5255 ８：３０～１７：３０ 土日祝日

中
之
島

中之島体育館 中之島3807-3 0258-66-1711 ９：００～２１：３０ 毎月第２火曜日
（祝日にあたる場合は翌日）

みしま体育館 三島中条1434 0258-41-2133 ９：００～２２：００ 毎月第２月曜日
（祝日にあたる場合は翌日）

三島支所 上岩井1261-1 0258-42-2246 ８：３０～１７：１５ 土日祝日

和
島 和島支所 小島谷3434-4 0258-74-3113 ８：３０～１７：１５ 土日祝日

栃
尾 栃尾支所 金町2‐1‐5 0258-52-5836 ８：３０～１７：１５ 土日祝日

川
口 えちご川口温泉 川口中山2515-5 0258-89-4511 １０：００～２０：００ 毎週火曜日

施設名 住所 電話番号 開館時間
休館日

（年末年始除く）

越
路 浦体育館 浦4802番地3 0258-92-6910 ８：３０～２２：００

毎月第３日曜日の17時から
翌月曜日の17時まで

山
古
志

山古志体育館 山古志竹沢甲2837-1 0258-59-2339 ９：００～２２：００ 第４月曜日

小
国 おぐにコミュニティセンター 小国町新町304-1 0258-95-3575 ９：００～１７：００

寺
泊 寺泊コミュニティセンター 寺泊敦ヶ曽根551 0256-97-3155 ９：００～２１：３０

（夜間の利用がない場合は17:30まで）

栃
尾 栃尾体育館 中央公園1-34 0258-52-5571 ９：００～２２：００

（日・祝は17:00まで）
毎月第４月曜日

（祝日にあたる場合は翌日）

与
板 よいたコミュニティセンター 与板町与板乙2469-1 0258-72-4114 ９：００～２１：３０

（夜間の利用がない場合は17:30まで）

川
口 川口公民館 東川口1979-130 0258-89-3120 ８：３０～２２：００

旧

長

岡

地

域

河井継之助記念館 長町1丁目甲1675-1 0258-30-1525
１０：００～１７：００

（１６：３０まで入館可能）
臨時休館の場合あり

                 　　　　　　　　　　   ⇒裏面にもあり

＜使用不可施設＞

リーダーライター設置施設一覧表　     R3年5月17日現在

三
島

旧
長
岡
地
域

＜利用可能施設＞

<閉鎖予定期間＞

5月17日(月)～5月31日(月)まで



施設名 住所 電話番号 開館時間（受付時間）

千手コミュニティセンター 西千手2-5-1 0258-36-3650

四郎丸コミュニティセンター 四郎丸1-11-20 0258-38-0132

豊田コミュニティセンター 豊田町5-1 0258-39-0532

阪之上コミュニティセンター 今朝白1-10-27 0258-39-9302

表町コミュニティセンター 中島5-7-7 0258-38-0208

中島コミュニティセンター 中島2-6-1 0258-35-4954

神田コミュニティセンター 西神田町2-3-1 0258-37-5484

川崎コミュニティセンター 川崎6-2407-5 0258-35-3935

川崎コミュニティセンター分館 地蔵1-4-1 0258-35-7933

新町コミュニティセンター 西新町2-2-24 0258-36-9230

大島コミュニティセンター 緑町3-55-41 0258-27-5029

希望が丘コミュニティセンター 西津町2301-1 0258-29-0808

宮内コミュニティセンター 曲新町564 0258-32-0010

宮内コミュニティセンター分館 宮栄3-21-27 0258-39-8367

十日町コミュニティセンター 十日町1220-2 0258-22-2251

六日市コミュニティセンター 中潟町728 0258-22-2153

太田コミュニティセンター 濁沢町482-3 0258-23-2002

山通コミュニティセンター 柿町650-4 0258-36-7037

栖吉コミュニティセンター 悠久町3-734 0258-35-9835

富曽亀コミュニティセンター 小曽根町757-8 0258-24-0012

山本コミュニティセンター 浦瀬町1072-1 0258-44-8021

新組コミュニティセンター 福井町957-1 0258-25-2044

黒条コミュニティセンター 黒津町373 0258-24-6208

下川西コミュニティセンター 花井町1081-1 0258-27-3008

上川西コミュニティセンター 巻島町733 0258-27-1474

福戸コミュニティセンター 福戸町2606-1 0258-27-1000

王寺川コミュニティセンター 寺宝町38-4 0258-27-5766

日越コミュニティセンター 宝地町753 0258-27-0638

関原コミュニティセンター 五反田町950 0258-46-2022

宮本コミュニティセンター 宮本町1-甲105-2 0258-46-2052

大積コミュニティセンター 大積町1-甲1083 0258-46-2201

深才コミュニティセンター 上富岡2-65-2 0258-46-2784

青葉台コミュニティセンター 青葉台1-甲120-8 0258-47-1155
平日　９：００～１６：００

土日　１０：００～１６：００

旧
長
岡
地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

平日９：００～１６：００

＜利用不可施設＞

<閉鎖予定期間＞

5月17日(月)～5月31日(月)まで


