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2007.4 三島支所からのお知らせ  １ 

 

 

 

みしま西山連峰登山マラソン大会を前に、大会

コースの空き缶拾いや草刈りを行います。きれい

なコースでランナーを迎えましょう！ 

日時 ５月６日（日）午前８時～ 

集合場所 みしま会館 

持ち物 草刈り鎌、軍手、ほうきなど 

（ごみ袋は事務局で用意します。） 

参加料 無料 

その他 ・雨天の場合は中止します。 

・作業終了後、参加費 1,000 円で慰労会

を行います。参加希望の方はあわせて

お申し込みください。 

申込み ５月１日（火）までに、電話またはファ

ックスでみしま観光推進協議会事務局

（産業課内）☎42-2221（内線 225）○Ｆ

42-2154 へ 

問合せ みしま観光推進協議会事務局（産業課内） 

☎42-2221（内線 225） 

 

 

 

日時 ４月 23 日（月）午後７時～ 

場所 三島支所大会議室 

議題 地域委員会正副委員長の互選について 

報告事項 

・地域委員アンケートの結果ついて 

・三島支所に係る平成 19 年度予算の概要に

ついて 

問合せ 地域振興課振興係☎42-2221（内線 322） 

 

 

去る１月 12 日に死去された故河内弘二氏に、２

月９日付けで従六位が授与されました。 

河内氏は、昭和 47 年６月に三島町長に就任。以

来、３期 12 年間、三島町の生活関連施設の整備、

教育文化、スポーツ、福祉の向上、産業の振興に

多くの功績を残され、今日の三島地域の行政基盤

を築かれました。 

なお、河内氏は生前に勲八等瑞宝章を授与され

ております。 

 

■税金関係の証明書の交付申請時に 

身分証明書の提示が必要となりました 

個人情報の保護や証明書の不正取得の防止等の

ため、平成 19 年４月から税金関係の証明書交付時

の本人確認を本格実施することになりました。 

申請時には、必ず下記の証明書等の提示が必要

となりますので、ご理解とご協力をお願いします。 

【必要となるもの】 

○本人による申請の場合 

本人の身分証明書（運転免許証など） 

○代理人による申請の場合 

・代理人の身分証明書 

・委任状（申請人の記名・押印のあるもの） 

 

■固定資産の縦覧・閲覧について 

固定資産税を納めている人は、帳簿を縦覧して

自分と他人の土地や家屋との評価額を比較するこ

とができます。また、閲覧により自分の資産の評

価額などを確認することができます。 

期間 縦覧 ···４月２日（月）～５月１日（火） 

閲覧 ···４月２日から年間を通して 

持ち物 

本人による申請 ···身分証明書（運転免許証など） 

代理人による申請····委任状と代理人の身分証明書 

手数料 縦覧 ···無料 

閲覧 ···縦覧期間中は無料 

（写しは１枚 10 円で交付） 

※縦覧期間外は１枚 250 円で証明書を交付 

 

問合せ 市民生活課市民係☎42-2221（内線 252～255） 

故河内弘二氏「従六位」受章 

第１回地域委員会を傍聴しませんか マラソンロードクリーン作戦の参加者募集 



 

２  三島支所からのお知らせ 2007.4 

 平成１９年度 各種健診（検診）のお知らせ  

今年度も基本健康診査と各種がん検診を実施します。日時や会場、料金等は、市政 

だより４月号と一緒に配布した「長岡市健康カレンダー」をご覧ください。 

■基本健康診査、結核・肺がん検診、前立腺がん検診・・・申し込み不要 

○65 歳未満の人は、５月中旬までに順次郵送する「基本健康診査個人記録票（健診受診票）」をお

持ちの上、直接会場にお越しください（受診票が届かない場合は保健福祉課にご連絡ください）。

○65 歳以上の人は、受診票（シルバー健診受診票）をお持ちの上、直接病院等で受診してください。

なお、希望により集団健診を受けることもできます。 

■胃がん・大腸がん・子宮がん・乳がん検診・・・・・・・・・・・随時申し込みを受付 

■骨粗しょう症予防検診、総合健診（半日ミニドック）・・・・・４月 25 日から申し込みを受付 

受診を希望する人は、電話で保健福祉課保健係☎42-2221（内線 233）へお申し込みください。 

※子宮がん・乳がん検診は、原則２年に１回の受診です（昨年度受診した人は受けられません）。 

 春の健康づくり教室 健康体操体験講座のご案内  

中高齢者を対象に、介護予防の話と楽しく簡単にできる体操を紹介します。 

期日 ５月 17 日（木）および 24 日（木） 時間 午後１時 30 分～３時 30 分 

会場 みしま会館 参加料 無料 

内容 介護予防の話、健康体操（転ばないための筋力づくり体操、認知症予防の脳刺激体操など） 

講師 渡辺淑子運動指導員 

申込み ５月 10 日（木）までに電話で保健福祉課保健係☎42-2221（内線 233）へ 

問合せ 保健福祉課保健係 42-2221（内線 233）

 

 

■地域内で異動した職員および転入した職員 

○三島支所 

地域振興課長 米山英人（議会事務局次長補佐）

／市民生活課長 野島健司（保健福祉課長）／

保健福祉課長 小林茂（産業課長）／産業課長 

斎藤一繁（市民生活課長） 

地域振興課地域振興・防災係長 井村昭夫（市

民生活課環境係長）／建設課工務係長 船見毅

（道路管理課）／教育委員会三島分室総務係長 

小林哲（地域振興課振興係長） 

地域振興課 西原啓介（教育委員会三島分室）

／市民生活課 武沢敏郎（長岡市芸術文化振興

財団）／保健福祉課 小林朋夫（福祉相談課）

／産業課 鈴木武明（スポーツ振興課）／建設

課 佐藤日出樹（情報政策課） 

○保育園 

みしま南保育園副園長 青山純子（来迎寺保育

園副園長）／みしま南保育園 尾﨑聡子（日越

保育園）／みしま南保育園調理師 須佐洋子（北

部保育園調理師）／みしま北保育園副園長 半

藤和恵（こしじ保育園副園長） 

○学校管理員・調理師 

脇野町小学校管理員 五十嵐正人（養護学校管

理員）／三島中学校管理員 青栁康之（脇野町

小学校管理員）三島学校給食共同調理場調理師 

佐藤秀子（与板学校給食共同調理場調理師） 

■本庁等に転出した職員 

○三島支所 

市民活動推進課長補佐 小林義彦（地域振興課

長）／農政課農村政策係長 奈良場勝（建設課

工務係長）／建築住宅課 小林晃（産業課）／

スポーツ振興課 坂田亜希（保健福祉課）／資

産税課 吉原裕之（市民生活課）／建築住宅課 

田村まどか（保健福祉課） 

○保育園 

中貫保育園副園長 米山稲子（みしま南保育園）

／中之島保育園 田中美和子（みしま南保育園） 

／上除保育園副園長 東樹明美（みしま北保育園） 

■退職した職員 

工藤哲（三島中学校管理員）／小林栄子（三島

学校給食共同調理場調理師）／小川愛子（みし

ま南保育園調理師） 

※（ ）は前所属 

４月１日付けで職員の異動がありました 
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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 

 

《料理講座～旬の食材で春を味わう～》 

春の身近な食材で、みずみずしい季節の味を

堪能しましょう！ 

期日 ４月 25 日（水） 

時間 午前の部 午前９時 30 分～正午 

午後の部 午後１時 30 分～４時 

会場 三島保健センター２階 調理室 

講師 星野紀子さん（まちの先生） 

定員 各 12 人（先着順） 

参加料 材料費実費 

持ち物 エプロン、三角巾（髪を覆うもの） 

《裁判員制度を知ろう》 

もしかしたら、あなたも裁判員になるかも？ 

専門家の説明を聞いたりＰＲ用のビデオを見

たりして、理解を深めましょう。 

日時 ５月９日（水）午前 10 時～正午 

会場 みしま会館 

講師 新潟地方検察庁からの派遣講師（予定） 

定員 30 人（先着順） 

参加料 無料 

《大人のピアノ教室》 

「昔習いたかったけれどチャンスがなかっ

た」「家にピアノがあるけれど弾く人がいない」

という方、一緒に始めてみませんか？ 

期日 ５月 16 日（水）から６か月間 

※レッスンは基本的に週１回。具体的な

日時は参加者と相談のうえ決定します。 

会場 みしま会館 

講師 遠山社会教育指導員 

定員 10 人（先着順） 

参加料 ６か月間で 1,500 円（調律代、楽譜代） 

応募条件 次のいずれにも該当する方 

①６か月間継続できる方 

②ピアノ（鍵盤楽器）をお持ちの方 

《ふるさとセミナーin 糸魚川》 

ヒスイで有名な糸魚川市へ行き、翡翠園や谷

村美術館などを見学する予定です。 

期日 ５月 30 日（水）※日帰り 

会場 糸魚川市内 

定員 25 人（先着順） 

参加料 3,000 円 

その他 詳細は、後日参加決定者にお知らせし

ます。 

※「ふるさとセミナー」の問合せ・申込み 

いずれの講座も、電話またはファックスで

みしま会館☎42-2222 ○Ｆ42-3534 まで 

 

 

学ぶことの楽しさをもう一度味わいません

か？生きがい講座では、７つの分野ごとに年間

を通して講座を開き、ともに学び合っています。 

入会希望の方や詳しい内容を知りたい方は、

各講座の世話人の方にご連絡ください。 

各世話人の電話番号は、みしま会館☎42-2222

にお問い合わせください。 

講座名 

みしま書道クラブ 盆栽講座 

民謡講座 焼物講座 

料理講座 手芸講座 

社交ダンス講座  

 

 

 

フルート＆ギター演奏会（無料） 

期日 ５月 11 日（金） 

時間・会場 

○第１部 午後２時30分から(与板中学校体育館) 

○第２部 午後７時から（与板：楽山苑） 

※第２部では演奏に加えて朗読会も行われます。 

出演 フルート演奏者 浅利守宏さん 

ギター演奏者 中村博さん 

問合せ 与板支所産業課☎72-3100 

「大凧合戦の風」と「レンコンの味」を楽しみませんか 

日時 ６月２日（土）午前９時～午後３時 30 分 

会場 中之島公民館（中之島支所隣） 

内容 大竹邸記念館等を見学後、大凧合戦を観覧 

定員 30 人（先着順） 

参加料 2,000 円（昼食代等） 

申込み ５月１日（火）から 25 日（金）までに、

電話で中之島支所産業課☎61-2011 へ 

問合せ 中之島支所産業課☎61-2011 

生きがい講座の講座生募集 

ふるさとセミナー（４月・５月）の講座案内 

とっておきの長岡「まちめぐり」のお知らせ 与板 中之島



 

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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くらしのカレンダー（５月） 
 

１ 火 メーデー 

２ 水  

３ 木 憲法記念日 

４ 金 みどりの日 

５ 土 こどもの日 

６ 日 
立夏 
・マラソンロードクリーン作戦 
（8:00 みしま会館集合） 

７ 月  

８ 火 
・ポリオ予防接種 
（13:45 三島保健センター） 

９ 水 
・ふるさとセミナー「裁判員制度を知ろう」 
（10:00 みしま会館） 

10 木  

11 金 

・子宮がん・乳がん検診 
（8:40 三島保健センター） 

・とっておきの長岡「まちめぐり」 
フルート＆ギター演奏会 
（14:30 与板中学校体育館／19:00 楽山苑）

12 土  

13 日 母の日 

14 月  

15 火  

16 水 
・ふるさとセミナー「大人のピアノ教室」 
（みしま会館） 

17 木
・胃がん・大腸がん検診 
（8:00 三島保健センター） 

18 金

・胃がん・大腸がん検診 
（8:00 鳥越集落センター） 

・すくすく広場 
（9:30 三島保健センター） 

19 土  

20 日 ・第 23 回みしま西山連峰登山マラソン大会

21 月  

22 火  

23 水  

24 木
・３歳児健診 
（13:00 三島保健センター） 

25 金
・子宮がん・乳がん検診 
（13:10 みしま交流センター） 

26 土  

27 日  

28 月  

29 火  

30 水 ・ふるさとセミナーｉｎ糸魚川（糸魚川市） 

31 木 世界禁煙デー 

 

 

 

「三島地域空き缶拾い」でトラック 3 台分のゴミを回収！ 

三島町商工会青年部では、４月１日（日）に「三島地域空き缶拾い」を実施しまし

た（協力：三島支所）。当日は 240 人が参加し、640kg のゴミを回収できました。大変

ありがとうございました。来年も多くのみなさんのご参加をよろしくお願いします。 

担当 三島町商工会青年部☎42-2504

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,166 世帯 7,400 人 3,530 人 3,870 人 

 （+7） （+3） （+1） （+2） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （４月１日現在） 


