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総務省統計局（新潟県・長岡市）では、10 月１

日に就業構造基本調査を実施します。 

調査の対象は、全世帯のうちから統計的に選定

した全国約 45 万世帯に住んでいる 15 歳以上の世

帯員約 105 万人です。 

就業構造基本調査から得られるデータは、国や

都道府県が実施する雇用政策や経済政策などを行

う上で重要なものとして

利用されます。 

統計調査員が調査世帯

に伺った際には、ご協力

くださいますようお願い

します。 

問合せ  

地域振興課地域振興・防災係☎42-2221（内線 323） 

 

 

 

７月１日に人権擁護委員を退任された山田敏郎

さん（鳥越）と原シズ子さん（脇野町）に対し、

法務大臣から感謝状が贈られました。 

山田さんは５期 15 年間、原さんは２期６年間に

わたり委員としてご尽力されました。 

長い間、本当にご苦労さまでした。 

 

 

 

第２回目の「ガス事業民営化検討委員会」が７

月 19 日（木）に開催され、公営ガス事業の民営化

手法や全国のガス事業の状況、最近の公営ガス事

業の民間譲渡の状況等について、委員による検討

が行われました。 

問合せ 水道局業務課☎34-1412 

～働く未来を考える～ 

就業構造基本調査にご協力ください 

ガス事業の民営化検討委員会が 

開催されました 

山田敏郎さんと原シズ子さんに 

法務大臣感謝状 

経済活性化の鍵は・・・女性も男性も働きやすい職場づくり 

「ワーク・ライフ・バランス」を考える講演会＆シンポジウム 

日時 ９月５日（水）午後１時 30 分～３時 30 分 

会場 長岡市立中央図書館 講堂 

内容  

■基調講演「やさしく強い企業をめざして」 

㈱カミテ 代表取締役社長 上手康弘氏 

■シンポジウム「働き続けやすい職場づくりのためのお手伝い」 

コーディネーター ㈶新潟県女性財団理事長   大島煦美子氏 

シンポジスト ㈱カミテ代表取締役社長   上手康弘氏 

 新潟県男女平等社会推進課長 飯塚真理子氏 

 ㈶21 世紀職業財団新潟事務所長 佐藤修氏 

 長岡地域産業保健センターコーディネーター 米山玲子氏 

対象者 市内の事業主及び人事担当者等 

定 員 190 人 

参加料 無料 

申込み・問合せ 市民活動推進課（ウィルながおか内）☎39-2746 または商業振興課☎39-2228 へ。
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仲間とともに新たな門出！ 

新成人 85 人が参加して開催された三

島地域成人式。ふるさとに帰省して参加

した人や地元で活躍する若者など、仲間

との久しぶりの再会の場ともなりました。 

式の第２部では、三島中学校の恩師の

方々からお祝いのメッセージが。りりし

く成長したかつての生徒たちに、期待と

励ましの言葉が贈られました。（８月 15

日） 

 結核・肺がん検診（胸部エックス線検査）のお知らせ  

日時・会場 

月日 会場 受付時間 

旧森林組合 午前９時～９時 15 分 

下河根川集落センター 午前９時 35 分～９時 55 分 

三島新保集落センター 午前 10 時 15 分～10 時 40 分 

三島保健センター 午前 11 時～11 時 20 分 

蓮花寺集落センター 午後１時～１時 20 分 

中永三差路 午後１時 40 分～１時 50 分 

逆谷集落センター 午後２時 10 分～２時 30 分 

９月５日（水） 

三島上条公民館 午後２時 50 分～３時 10 分 

三島中条親林館 午前９時～９時 20 分 

大野寿荘 午前９時 40 分～10 時 

瓜生集落センター 午前 10 時 20 分～10 時 40 分 

藤宮集落センター 午前 11 時～11 時 20 分 

鳥越南集会所 午後１時～１時 20 分 

鳥越集落センター 午後１時 35 分～２時 

七日市公民館 午後２時 20 分～２時 40 分 

９月６日（木） 

みしま交流センター 午後３時～３時 20 分 

料金 ①40 歳～64 歳＝500 円 

②65 歳以上＝無料 

持ち物 結核・肺がん検診受診票、健康手帳、料金 

申込み 不要（直接会場へお越しください。） 

※「結核・肺がん検診受診票」がない方は受診票を送りますので、８月 30 日（木）

までに保健福祉課保健係☎42-2221（内線 233）へご連絡ください。 

問合せ 保健福祉課保健係☎42-2221（内線 233）
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恒例の三島地域体育祭を開催します。 

期日 ９月 23 日（日）※雨天中止 

時間 入場行進・開会式＝午前８時 30 分～ 

競技＝午前９時～ 

会場 脇野町小学校グラウンド 

内容 プログラムや応援席の場所は、別途お知

らせします。 

 

 

《ピラティス体験教室》 

最近よく耳にするピラティスとは？一緒に体

験してみませんか。 

期日 ９月 10 日（月） 

時間 午前 10 時～11 時 30 分 

会場 みしま交流センター 

内容 ヨガとの違いなどの体験 

講師 佐藤かおるさん（ＦＴＰ認定講師） 

定員 20 人（先着順） 

参加料 無料 

 

《ふるさとセミナーin 新潟》 

１億円分の模擬券を持ち上げてみませんか？ 

期日 ９月 21 日（金） 

会場 日本銀行新潟支店（新潟市） 

内容 重さ体験、日本銀行の役割・お札の偽造

防止技術など 

講師 日本銀行新潟支店職員（予定） 

定員 25 人（先着順） ※最少催行人数 20 人 

参加料 おおむね 7,000 円（予定） 

申込期限 ８月 31 日（金） 

 

《石仏めぐり》 

三島地域の石仏はどこに、どのような由来で

安置されているのでしょうか？ 

期日 10 月 17 日（水） 

時間 午前９時～午後３時（予定） 

場所 三島地域内 

講師 星野紀子さん（新潟県石仏の会事務局長） 

定員 30 人（先着順） 

参加料 無料 

持ち物 筆記用具、飲み物、昼食など 

 

 

 

 

 

 

優 勝：藤宮Ａチーム 

準優勝：吉崎Ｂチーム 

第３位：上岩井Ｂチーム 

梅雨明けが待ち遠しい７月 15 日（日）、恒例

の三島地域混合バレーボール大会が、23 チー

ムが参加して盛大に開催されました。 

大会は、予選リーグから白熱した試合展開に。

会場内は真夏が訪れたかのような熱気と興奮

に包まれていました。 

各チームとも一丸となって懸命にボールを

追いかけ、勝利の美酒に酔いしれようと必死に

プレーしているようすがうかがえました。 

選手、監督をはじめ応援してくださった皆様、

そして、公民館振興員をはじめ大会関係者各位

に、あらためて感謝を申し上げます。ありがと

うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさとセミナー９月・１０月の講座案内 三島地域混合バレーボール大会を開催 

三島地域体育祭の開催案内 

▲スパイクとブロックのせめぎ合い！ 

※「ふるさとセミナー」の問合せ・申込み

いずれも電話またはＦＡＸで 

みしま会館☎42・2222 ○Ｆ 42・3534 



 

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（９月） 

 

１ 土 防災の日 

２ 日  

３ 月  

４ 火 
・ポリオ予防接種（13:45 三島保健センター） 
※１回目対象＝Ｈ１９年１、２月生まれ 

２回目対象＝Ｈ１８年１１、１２月生まれ 

５ 水 

・結核、肺がん検診 ⇒詳細は２ページ 
① 9：00 旧森林組合 
② 9：35 下河根川集落センター 
③ 10：15 三島新保集落センター 
④ 11：00 三島保健センター 
⑤ 13：00 蓮花寺集落センター 
⑥ 13：40 中永三差路 
⑦ 14：10 逆谷集落センター 
⑧ 14：50 三島上条公民館 

６ 木 

・結核、肺がん検診 ⇒詳細は２ページ 
① 9：00 三島中条親林館 
② 9：40 大野寿荘 
③ 10：20 瓜生集落センター 
④ 11：00 藤宮集落センター 
⑤ 13：00 鳥越南集会所 
⑥ 13：35 鳥越集落センター 
⑦ 14：20 七日市公民館 
⑧ 15：00 みしま交流センター 

７ 金  

８ 土  

９ 日  

10 月 
・ふるさとセミナー「ピラティス体験教室」 
（10:00 みしま交流センター） 

11 火  

12 水  

13 木  

14 金  

15 土 
・平成１９年度三島地域敬老会 
 （三島体育センター） 

16 日  

17 月 敬老の日 

18 火  

19 水  

20 木  

21 金
・ふるさとセミナーｉｎ新潟 
（日本銀行新潟支店） 

22 土  

23 日
秋分の日 
・三島地域体育祭 
（8:30 脇野町小学校グラウンド） 

24 月 振替休日 

25 火 十五夜 

26 水  

27 木
・３歳児健診（13：00 三島保健センター） 
※対象＝Ｈ１６年４、５月生まれ 

28 金  

29 土  

30 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,181 世帯 7,413 人 3,538 人 3,875 人 

 （+5） （+12） （+9） （+3） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （8 月１日現在） 


