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 三島地域のコミュニティについて協議します。

お気軽に傍聴においでください。 

日時 ７月26日（木）午後７時から 

会場 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 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係 

    ☎42-2221（内線 322） 

 

 

 長岡市は、効率的な行政運営を目指すため、公

営ガス事業について「民営化検討委員会」を設置

し、６月19日に初会合を開催しました。 

 委員会では今後、望ましいガス事業のあり方の

検討を行い、来年２月までに答申案をまとめます。 

 なお、三島地域からは斉藤佐一さんが委員とし

て参加されています。 

問合せ 水道局業務課☎34-1412 

 

 

 春に実施した『緑の募金』では、三島地域で総

額 271,168 円のご協力をいただきました。誠にあ

りがとうございました。集まった募金は、（社）に

いがた緑の百年物語緑化推進委員会へ送り、森林

整備、学校・公共施設の緑化、次代を担う緑の少

年団の育成などに使用させていただきます。 

問合せ 産業課農林係☎42-2221（内線 226） 

 

 

 首都圏みしま会（草分功二会長）では、会員を

募集しています。会員にはみしま会の事業情報を

お知らせし、市政だより等を毎月送付します。ご

家族、ご親戚、ご友人等で入会の希望者がいらっ

しゃいましたらご案内ください。 

入会資格 首都圏（東京都周辺）に在住する旧三

島町の出身者または縁故者 

活動内容 総会（年１回６月開催）、新年会、ふる

さと交流事業ほか 

年会費 3,000 円 

申込み・問合せ 

 首都圏みしま会事務局（地域振興課地域振興・

防災係）☎42-2221（内線 322） 

 

 

長寿を祝い、敬老会を開催します。対象となる

方には、８月初旬頃、郵送によりご案内します。

当日はバスによる送迎を予定しています。 

日時 平成19年９月15日（土） 

対象者 三島地域の75歳以上の方（昭和８年４月

１日以前に生まれた方） 

会場 長岡市三島体育センター 

問合せ 保健福祉課福祉係 

    ☎42-2221（内線 235） 

 

 

 三島地域委員会を傍聴しませんか  首都圏みしま会会員募集 

『緑の募金』について 

■７月29日は参議院議員通常選挙の投票日です 

 参議院議員の半数が改選される３年ごとの通常選挙です。国政を託す人を選ぶ大切な選挙です。棄

権することなく投票しましょう。 

投票日 平成19年７月29日（日）午前７時から午後８時まで 

投票所 三島地域内７箇所（入場券に投票所と投票時間が記載してありますので、お確かめの上、お

出かけください。） 

期日前投票 投票日に都合がつかず投票所に行けない方は、７月13日（金）から７月28 

日（土）の午前８時30分から午後８時まで期日前投票ができます。市役所 

１階市民ホール、厚生会館第１ホール、各支所のいずれの期日前投票所で 

も投票できますので、入場券をご持参の上、お出かけください。 

問合せ 地域振興課総務係☎42-2221（内線 312） 

ガス事業の民営化検討を開始しました 

平成 19 年度三島地域敬老会の開催について 
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 「登録統計調査員」の制度は、統計法に基づく

各種統計調査に調査員として従事していただける

方を、事前に統計調査員候補者として登録する制

度です。 

支所では、三島地域で統計調査を行う「登録統

計調査員」を募集しています。統計調査員は、依

頼のあった調査の任命期間中、非常勤の公務員と

して活動し、調査終了後、担当していただいた調

査に対し報酬が支払われます。 

 統計調査員として活動したいという熱意のある

方からのご応募をお待ちしています。 

応募要件 

 次の全てを満たす方です。 

  ①20歳以上で、秘密の保護に関して責任の持

てる方 

  ②税務・警察に直接関係のない方 

  ③選挙に直接関係のない方(立候補予定者や

選挙運動員、その他特定の候補者の応援活

動を行う方は、応募できません。) 

研修について 

 応募後は、統計調査員の心得などについての研

修を受けていただく必要があります。 

申込み 

 電話で地域振興課☎42-2221（内線 323）まで。

研修日時についてご相談させていただきます。 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係 

    ☎42-2221（内線 323） 

 

 

 

 個人情報の保護等のため、平成19年４月から申

請書の様式が変更になりました。所得証明や資産

評価証明、納税証明等の本人以外による申請は、

同居の親族でも申請人（委任者）の印が必要です。 

 ○本人による申請 

  ・本人の身分証明書（運転免許証、健康保険

証など） 

 ○本人以外の代理人による申請（家族分も含む） 

  ・申請人の印（認印で結構です） 

  ・代理人の身分証明書 

問合せ 市民生活課市民係 

    ☎42-2221（内線 245～247） 

 

 

 熱中症は、炎天下、特にむし暑いところでは、

汗をひどくかいて働いていたり、風通しの悪いと

ころで多人数が集まったりしたときなどに起こり

やすくなります。予防対策を考え、快適な夏を過

ごしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録統計調査員を募集しています   税関係証明書の交付申請について 

来日初コンサートの観客は子どもたち！ 

 ウズベキスタン出身の歌手・ＡＮｏ 

ＲＡ（アノーラ）さんが脇野町小学校 

を訪問し、歌声を披露。童謡「ふるさ 

と」をみんなで合唱したり、プレゼン 

トを交換したりして、交流を楽しみま 

した。「また脇野町小学校に来てくださ 

い」という児童の要望に、「また必ず来 

ます！」と、元気よく笑顔で応えてく 

れました。（６月28日） 
▲児童からのサインの要望にも
こたえてくれました。 

 熱中症にご用心 

熱中症を防ぐポイント 

①吸湿性・通気性のよい衣服を着用しましょう。

②のどが渇いたと感じる前に水分補給すること

が大事。炎天下で運動・仕事をするときは活動

時間を決めましょう。 

③炎天下では、必ず帽子をかぶりましょう。 

④十分な睡眠をとりましょう。 

⑤食事はしっかり食べましょう。 

⑥我慢は禁物。体調が悪いときは炎天下で運動・

仕事はしないようにしましょう。 

▲「ふるさと」を全児童と一緒
に大合唱しました。 
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■清掃ボランティアに参加しませんか 

 三島まつり実行委員会では“みんなで創る三島まつり“をスローガンに多くの方からまつりに関

わりを持っていただきたいと考えています。そこで、まつり翌日に会場の清掃を行いますので、皆

様のご協力をお願いします。 

日時 ８月17日(金)午前６時から１時間程度 

会場 まつり会場（長岡市みしま体育館駐車場） 

内容 会場に落ちているゴミを拾い、分別作業を行います。 

持ち物 軍手、ゴミ拾い用トングなど（ゴミ袋は事務局で用意します。） 

申込み ７月20日（金）までに下記問合せ先まで申し込みください。 

問合せ 三島まつり実行委員会（産業課商工観光係）☎42-2221（内線 223・225） 

 

■丸太早切りスタッフの募集 

 三島まつりの日に開催される「全日本丸太早切選手権大会」は、今年で16回目を迎えます。一昨年

好評だった小学生の部を復活させ、昨年以上の参加者が見込まれています。そこで、大会運営を補助

するスタッフを募集します。みんなで大会をつくりあげませんか。 

日時 ８月16日（木）午前７時30分集合 ※午後３時30分解散予定 

会場 まつり会場（長岡市みしま体育館駐車場） 

内容 受付や記録の集計、時計係など 

持ち物 軍手、タオル、帽子 

申込み ８月９日（木）までに下記問合せ先まで申し込みください。 

問合せ 全日本丸太早切選手権大会実行委員会事務局（産業課商工観光係）☎42-2221（内線 223・225）

 

■「子どもみこし」の日程が変わります 

 子どもたちに16日の本まつり行事を楽しんでもらうため、子どもみこしを15日に行います。各地区

とも午前中に子どもみこしが練り歩きます。子どもみこしの後は前夜祭をお楽しみください。 

日時 ８月15日（水）午前中（時間は各地区によって異なります。） 

会場 三島地域内各地区 

問合せ 三島まつり実行委員会（産業課商工観光係）☎42-2221（内線 223・225） 

 

 

 栃尾の歴史や自然に触れながら各所で湧いている湧き水を巡ります。昼食は、栃尾のおいしい水で

作ったヘルシーな「豆腐料理」のフルコース。食後は冷甘酒（ノンアルコール）を試飲し、杜々の森

名水公園で開催される「名水茶会」で本格的なお茶（初心者でも安心）を堪能していただきます。 

定員 30人 

参加料 3,000 円 

問合せ 栃尾観光協会☎51-1195 または栃尾支所商工観光課☎52-5827 

ガイド付日帰りバスツアー、“見て食べて癒す「とちお湧水めぐり」”を開催します 

８月1 5日 三島まつり前夜祭 

８月1 6日 三島まつり 

三島まつりのお知らせ ～みんなで創る三島まつり～ 

８月17日 三島まつり片付け 

今月の「教育委員会三島分室だより」は別刷りとなっています。 

同日発行の「教育委員会三島分室だより特別号」をご覧ください。



 

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（８月） 

 

１ 水 
・みしまジュニアリーダー研修会 
 （胎内市・県少年自然の家） 
・夏の交通事故防止運動（10日まで） 

２ 木  

３ 金  

４ 土  

５ 日 
・三島まつり協賛野球大会「開会式・予選」
 （7：30 三島野球場ほか） 

６ 月 
・ふるさとセミナー「短期集中！着付講座①」
 （10：00 みしま会館） 

７ 火  

８ 水 
 立秋 
・ふるさとセミナー「短期集中！着付講座②」
 （10：00 みしま会館） 

９ 木  

10 金 
・ふるさとセミナー「短期集中！着付講座③」
 （10：00 みしま会館） 

11 土  

12 日  

13 月  

14 火  

15 水 

・子供みこし（午前中 三島地域内各地区）
・三島まつり前夜祭 
 （13：30～21：30 長岡市みしま体育館駐車場）
・三島まつり協賛野球大会「準決勝・決勝」
 （8：00 三島野球場ほか） 
・三島地域成人式 
 （13：30 みしま交流センター） 

16 木

・三島まつり 
 （10：00～21：30 長岡市みしま体育館周辺）
・第16回全日本丸太早切選手権大会 
 （長岡市みしま体育館） 

17 金
・まつり会場清掃 
 （6：00～7：00 長岡市みしま体育館周辺）

18 土  

19 日  

20 月  

21 火  

22 水  

23 木  処暑 

24 金  

25 土  

26 日  

27 月  

28 火  

29 水  

30 木  

31 金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,176 世帯 7,401 人 3,529 人 3,872 人 

 （+3） （-7） （-4） （-3） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口（７月１日現在） 


