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申込期間 ２月１日（木）～３月 31 日（土） 

（土日、祝日を除く。期間を過ぎても随

時受け付けます。） 

共済期間 平成 19年４月１日～平成 20年３月 31

日まで（途中加入の場合は、加入した

翌日から。） 

会費 １人 500 円 

申込み 加入申込書と会費を添

えて地域振興課総務係

または金融機関へ 

問合せ 

地域振興課総務係☎42-2221（内線 312･313） 

 

 

他人のたばこの煙を吸い込むことを「受動喫煙」

といいます。喫煙者が自ら吸い込む煙よりも、空

気に漂うたばこの煙の方が有害です。 

市では、市有施設の禁煙・完全分

煙化を進めています。多くの人が利

用する各集落センターや集会所など

でも、積極的な取り組みにご協力を

お願いします。 

また、たばこを吸う人は、自分自身の健康はも

ちろん、吸わない人の健康にも配慮しましょう。 

問合せ 

保健福祉課保健係☎42-2221（内線 232） 

 

 

日時 ３月 19 日（月）午後３時 30 分～ 

場所 三島支所大会議室 

議題 

・三島地域のコミュニティについて 

報告事項 

・平成 17 年度長岡市決算について 

・平成 19 年度長岡市当初予算(案)の概要について 

問合せ 

地域振興課振興係☎42-2221（内線 322） 

第 6 回地域委員会を傍聴しませんか 

たばこの煙から健康を守ろう 

みんなで安心！ 

交通災害共済に加入しましょう 

平成 19 年度 犬の登録及び狂犬病予防注射のお知らせ 

犬の飼い主は、生後 91 日以上の犬を登録し、毎年１回狂犬病の予防注射を受けなければなり

ません。三島地域内にお住まいで犬を飼われている人は、下記の会場で登録と予防注射を受け

てください。なお、三島地域以外の長岡市内の会場でも受けられますので、市民生活課環境係

にお問い合わせください（市外の会場では受けられません）。 

日時・会場 

期日 時間 会場 

午前 9 時 40 分～10 時 鳥越集落開発センター 

午前 10 時 20 分～11 時 10 分 三島体育センター ４月 10 日（火）

午前 11 時 20 分～11 時 30 分 みしま北保育園 

料金 登録済の犬･････3,100 円 

新規登録の犬･･･6,100 円 

※お釣りのいらないように当日持参してください。 

持ち物 狂犬病予防注射済票交付申請書、料金、印鑑（新規に登録する場合） 

問合せ 市民生活課環境係☎42-2221（内線 242･243） 



 

２  三島支所からのお知らせ 2007.3 

まちのＮＥＷＳ 

地域のみなさんが健康づくりについて話し合いました 

「健康づくり井戸端会議」が昨年 11 月 15 日と 28 日、三島保健センターで行われました。健康づ

くりについて考えるこの会議には、一般住民や各団体から 17 人が参加。幅広い世代の方々が、２つ

のグループに分かれて健康づくりのために自分や家族、地域ができることを自由に話し合いました。

各グループから出された意見は下記のとおりです。 

支所では来年度も引き続きこの会議を実施し、地域のみなさんのご意見を三島の健康づくりに取り

入れていきたいと考えています。 

問合せ 保健福祉課保健係☎42-2221（内線 232）

 

 

 

 

 

三島の歴史と文化、食を満喫！ 

三島地域の名所を巡って、その魅力を味わって

もらう「大地の恵み塾」が行われました。 

この催しには、地域内外から 21 人が参加。県指

定文化財「木造金剛力士立像」のある寛益寺を訪

れたほか、味噌蔵と酒蔵の見学、うどん打ちを楽

しみました。さらに、三島産の米の味比べや、地

元の全蔵元の新酒と地物の野菜を味わうなど、盛

りだくさんの内容。

スタッフのみなさ

んもさまざまな場

面で温かくもてな

し、参加者は三島

地域の魅力を心か

ら感じていたよう

でした。 

（３月 10 日） 

三島への思いがこもった「ふるさとカルタ」 

日吉小学校の６年生が卒業を記念して制作した

「三島ふるさとカルタ」が、三島支所に贈呈され

ました。 

「大杉は 三島を見守る 神様だ」など、三島の

名所などがちりばめられた読み札の文章は、卒業

生みんなで考えたもの。また、絵札のイラストも

子どもたちが１枚１枚ていねいに色付けしました。 

このカルタは、

同小学校にも記念

として残され、後

輩たちに受け継が

れます。 

（３月 13 日） 

 

～各グループが考えたテーマと意見～ 

・１グループのテーマ 

「心も健康、体も健康、自然が育む人材山脈みしま」 

■子どもをはぐくむ地域の力が大切。地域の子どもに関心を

持って、もっとあいさつや声かけをしよう！ 

■地域の力で防犯パトロールをして、子どもをはぐくもう！ 

・２グループのテーマ 

「笑顔でいきいき健康みしま」 

■心も体も健康でいるために、自分のやりたいことを見つけて楽しもう！ 

■早寝・早起き・朝ごはんの習慣が元気な子供をつくる。親にもそれを伝えよう！ 

■気軽に体を動かせるように、何でもできるフリースペースがほしい。 

▲郷土資料館では脇野町鋸
の歴史などをたどりました。

▲卒業生 15 人から三島支所
長に手渡されました。 
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 三島分室だより 問合せ ☎ 42-2221  ＦＡＸ 42-3534 

 E メール msm-kyoiku@city.nagaoka.lg.jp 

教育委員会 

 

 

ひな祭りバドミントン大会（主催：三島地区

体育協会）が３月３日（土）、三島中学校体育館

を会場に、22 ペア・総勢 43 人が参加し開催さ

れました。 

当日は、桃の節句ということもあってか、特

に女性選手が活躍。気迫のこもった素晴らしい

プレーの連続でした。 

また、市内をはじめ、小千谷市、三条市など

市外から参加する選手も多く、この大会を通じ

て、交流を深め合う場面も見られました。 

種目 優勝ペア名 

男子ダブルス 永井・阿部ペア（長岡・小千谷）

女子ダブルス 渡辺・藤沖ペア（三条）

ミックスダブルス 藤田・藤井ペア（長岡）

 

 

 

 

 

 

 

 

▲白熱したラリー！ 

 

 

 

日 時 ５月 20 日（日） 

コース 20 ㎞・10 ㎞・３㎞ 

の３コース 13 種目 

参加費 一般、夫婦親子ペア 2,000 円 

小中学生 1,000 円 

申込方法 三島分室、三島体育センター等に備

え付けてある所定の用紙に必要事

項を記入し押印のうえ、参加費を

添えて最寄りの郵便局へ。 

問合せ みしま西山連峰登山マラソン大会実

行委員会事務局（教育委員会三島分室

内）    ☎42・2221 ○Ｆ 42・3534 

 

 

 

バレーボールウィンターカップ（主催：三島

地区体育協会）が３月４日（日）、三島中学校体

育館で行われ、６チーム・総勢 73 人が参加しま

した。 

好レシーブによる長いラリーやコンビプレー

からの強烈なスパイクなど、各試合とも息の合

ったチームプレーで白熱した展開に。参加した

選手たちにとっては、冬の間の運動不足解消や

コミュニケーション向上に一役買っていたよう

です。 

順位 チーム名 

優勝 ストイック☆ 

準優勝 ＫＡＭＩＩＷＡＩプラス 

第３位 フレンズＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲豪快なスパイク！ 

 

 

話題の本など新刊が続々と入荷。 

本の借用は、三島体育センターまで。 

※印のある本は館内閲覧のみ。 

書名等 著者名等

ひとり日和 青山七恵 

千の風になって 新井満 

バッテリー Ⅰ～Ⅴ あさのあつこ 

鏡の法則 野口嘉則 

愛の流刑地 上・下 渡辺淳一 

生活習慣病が分かる本 福井次矢 

病気にならない生き方 １・２ 新谷弘実 

誰でもできるスポーツテーピング※ 石山修盟 

スポーツ選手の応急手当※ 三宅公利 

 

第 23 回みしま西山連峰登山マラソン大会 

参加者募集！ 

バレーボールウィンターカップを開催 

三島公民館図書室から新刊入荷のお知らせ 

ひな祭りバドミントン大会を開催 

３月31日

締切！ 
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合併前から検討してきた三島地域における今後の地域コミュニティの姿について、その原案がまとまりましたのでお知らせします。 

 

１ これまでの経緯と経過 

近年の市民の生活形態の多様化から、個人だけでは処理できない課題（ごみ・環境問題、少子高齢化問題、青

少年問題など）や人間関係の希薄化が懸念され、さらに、市町村合併により、新市全体から三島地域が埋没する

のではないかということも新たな関心を呼んでいます。 

それらを解消する一つの手段として、行政と住民が協働で地域を支えていくしくみづくりの実現が「三島町ま

ちづくりビジョン」（平成 15 年 10 月策定）などで取り上げられ、それを行うための地域コミュニティの形成に取

り組んできました。 

具体的には、地域で活動している団体のみなさんから集まっていただき、地域全体での議

論をするためのたたき台を平成 17 年度に作成。そして、今年度は「長岡市みしまコミュニテ

ィ検討委員会」を設置し、三島地域における地域コミュニティの目的や活動拠点施設、運営

と組織などについて検討してきました。 

 

２ 長岡市みしまコミュニティ検討委員会構成委員 

 

 

 

 

 

 

３ 検討委員会での検討結果 

昨年６月から計８回の検討委員会を開催し、審議を行いました。 

ワークショップ形式による話し合いなどにより検討した結果は次のとおりです。 

① みしまコミュニティの目指すもの 

三島地域では、コミュニティ活動を地域全体で推進するため、地域で一つのコミュニティを形成し、今後

その活動をしていく上での「目標」「目的」「活動の柱」をまとめました。 

★活動目標★ 

ひとの「和」で未来へつなぐまちづくり～ひとがひとを育て、ひとが街をつくる～ 

★活動目的★ 

三島地域の自主性・独自性・連帯性を育て、全ての人々の暮らしやすさ、安心安全な生活の喜びを第一

義とし、地域全体での幸せ感を充実させる。また、先人が培ってきた人の和を守り育てながら新しい学び

の和をはぐくみ、地域全体の魅力的な未来を考えて発信・行動していく。 

   【ポイント】 

◎世代間・地域間交流の活性化で育む地域力の向上 

   ◎先人に学び・未来へつなぐ地域の教育力の向上 

   ◎だれでも元気、いつでも元気な健康力の向上 

   ◎安心安全、いつでも気配る防犯防災力の向上 

 

 

★活動の柱★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★今後は上記の事業の実施に向けて内容をさらに検討する必要があります。 

② みしまコミュニティ活動施設について 

三島地域は、これまで一つの自治体として活動を行ってきました。また、現在もさまざまな施設で多様な

活動を行っていることを踏まえ、検討委員会で議論を深めてきました。 

その結果、みしまコミュニティの目指すものの実現と将来の地域の姿を考慮し、活動拠点施設については

次のとおりとしました。 

■ 既存施設の活用と新築 

既存施設を利用しながら、活動に不足する施設を新たな用地に新設する。 

（既存施設：みしま会館、みしま交流センター、三島体育センター、三島支所など） 

★今後、事業内容をさらに検討することにより、必要な施設規模や内容などを打ち出す必要があります。 

③ みしまコミュニティの運営と組織 

みしまコミュニティの目指すものを達成するために、運営形式と組織を次のとおりとしました。 

■ 運営委員会の設置と専門部会の設置 

コミュニティ活動を円滑に運営するため、地域住民の代表で構成する運営委員会を設置する。また、「活

動の柱」ごとに専門部会を設置し、具体的な事業を行う。 

★運営委員会や専門部会の規模などについては、今後、事業内容等をさらに検討する必要があります。 

■検討委員会は来年度も開催する予定です。三島地域のコミュニティ実現に向けて、地域のみなさんのご意見や

ご要望をお寄せください。 

 

担当 教育委員会三島分室☎42-2221（内線 334） ＦＡＸ42-3534 Ｅメール msm-kyoiku@city.nagaoka.lg.jp

三 島 地 域 で の コ ミ ュ ニ テ ィ の 原 案 を 紹 介 し ま す 

■三島地域委員会 ■三島地域区長会 ■三島地域三校ＰＴＡ連絡協議会 

■三島地域農家組合長連絡協議会 ■長岡市老人クラブ連合会三島支部 ■長岡市三島消防団  

■三島地区体育協会 ■みしま文化協会 ■みしま観光推進協議会 

■みしまふるさと塾 ■子育てママさんグループ ■ながおか生活情報交流ねっと三島検討会

■一般公募のみなさん ■平成 17 年度の地域コミュニティ推進会議のみなさん  【合計 28 人】

○地域情報発信事業（広報誌の発行やホームページの運営） 

○地域間・世代間交流事業（まちの駅の設置、まちづくり・地域づくりの支援、各地区との

連絡調整、西山連峰登山マラソン大会・三島まつりの継続） 
交流事業 

○生涯学習事業（文化活動・音楽発表会の開催、現行の公民館活動の継続） 

○サークル活動事業（活動中や新規サークルへの支援） 
学習事業 

○幼児福祉事業（子育てスペースの提供や情報交換の場の提供） 

○児童福祉事業（児童館（学童保育・放課後児童クラブ）の実施） 

○高齢者福祉事業（敬老会の継続、配食・会食サービスの実施等） 

○地域福祉事業（地域の茶の間開設、ボランティアの学習・連携の場の支援等） 

福祉事業 

○健康づくり事業（食育に関する教室の開設、調理教室の実施、体力づくりに向けた取り組み） 

○スポーツ振興事業（地域スポーツの啓発支援、各種スポーツ大会の継続、地域体育祭の継続） 
健康事業 

○防災事業（地域防災訓練の実施、自主防災組織の育成と連携支援） 

○防犯・交通安全事業（地域巡回の実施、交通安全教室の実施） 
地域安全事業



 

編集･発行：長岡市三島支所地域振興課 

〒940-2392 長岡市上岩井 1261 番地 1 

電話：0258-42-2221／FAX：0258-42-3534   

メール：msm-chiiki@city.nagaoka.lg.jp  

 

「三島支所からのお知らせ」のカラー版は、インターネットでご覧になれます。 

アドレス：http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/o-misima/ 
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平成 18 年度は 

市制 100 周年。

 

くらしのカレンダー（４月） 
 

１ 日  

２ 月  

３ 火 
・行政相談 
（9:00～12:00 みしま交流センター） 

４ 水 
・新入学（園）児を守る交通安全週間 
（10 日まで） 

５ 木  

６ 金  

７ 土  

８ 日 ・新潟県議会議員一般選挙投票日 

９ 月 
・日吉小学校入学式 
・脇野町小学校入学式 
・三島中学校入学式 

10 火 

・狂犬病予防注射 
（9：40～10：00 鳥越集落開発センター） 
（10：20～11：10 三島体育センター） 
（11：20～11：30 みしま北保育園） 

11 水 
・１歳６か月児健診 
（13:00 三島保健センター） 

12 木  

13 金  

14 土  

15 日  

16 月  

17 火  

18 水  

19 木  

20 金
・赤ちゃん相談 
（9:00 三島保健センター） 

21 土  

22 日 ・長岡市議会議員一般選挙投票日 

23 月  

24 火  

25 水  

26 木  

27 金  

28 土  

29 日 昭和の日 

30 月 振替休日 

 

 

 

住まいの無料相談所を開設します 

建具の動き、外壁の汚れ、屋根や雨どいの修理、床・壁・畳の修繕など、

お気軽に相談ください。直接会場へどうぞ。 

日時 ３月 25 日（日）午前９時～正午／午後１時～４時 

会場 三島町商工会館（脇野町公民館隣） 

問合せ 三島町商工会☎42-2504（主催：三島のすまいを考える会／後援：三島支所） 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,159 世帯 7,397 人 3,529 人 3,868 人 

 （+1） （-8） （-3） （-5） 

※()内は前月比

三島地域の人口 （３月１日現在） 

「志保
し お

の
の

里
り

荘
そう

」の巡回バスが走ります 
与板地域の健康福祉センター「志保の里荘」の

巡回バスが４月から運行されます。三島地域にも

２か所停車しますので、ご利用ください。 

運行日 火・木・土・日曜、祝日、振替休日 

料金 無料 

運行時刻（往復１便） 

（往路） 

9:20
脇野町 
清水フード前 

 

 宮沢バス停前

 

9:45 志保の里荘着

問合せ 与板支所保健福祉課☎72-3100 

（復路） 

●４月～９月 

16:00 志保の里荘発

●10 月～３月 

15:00 志保の里荘発
(数か所停車)


