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2007.12 三島支所からのお知らせ  １ 

 
 

三島地域内の窓口・施設等の年末年始

の業務状況などについては、次のとおり

です。 

■三島地域内の窓口・施設 

窓口・施設名 電話番号 休業・休館日 

三島支所各課 42-2221 

みしま交流センター 42-2223 

三島体育センター 

（三島公民館） 
42-2756 

12月 29日～１月３日

みしま会館 42-2222 12月 29日～１月４日

三島郷土資料館 42-2222 12月 28日～１月４日

みしま体育館 41-2133 

12月 31日～１月２日

※12 月 29 日、30 日、

１月３日は 9:00 

～17:00 まで開館 

 

 

 

 

全国でインフルエンザの報告が増えています。

また、感染性胃腸炎も 12 月いっぱいが最大の流

行期です。これらの予防には、帰宅時のうがい

や手洗い、十分な栄養や休息、人込みを避ける

ことがポイントです。また、マスクや加湿器の

使用にも努めましょう。 

 

 

 

 

 

 

問合せ 

保健福祉課保健係☎42-2221（内線 232） 

 

■各サービスセンター（住民票・戸籍等各種証明書[税証明を除く]の交付、パスポートの申請・交付） 

窓口名 29 日（土） 30 日（日） 31 日（月） １日（火） ２日（水） ３日（木）

市民サービスセンター 
（市民センター内） 10:00～17:00 休 休 休 休 10:00～17:00

西サービスセンター 
（リバーサイド千秋内） 10:00～19:00 10:00～19:00 休 休 休 10:00～19:00

■ごみ収集・し尿のくみ取り業務[問合せ 市民生活課環境係☎42-2221（内線 243・253）] 

業務名等 29 日（土） 
30 日 

（日）

31 日 

（月）

１日 

（火）

２日 

（水）

３日 

（木） 
４日（金） 

ごみ収集 
ごみカレンダー通り 

(収集日ではありません) 休 休 休 休 休 
ごみカレンダー通り
(燃やすごみの収集日)

【お願い】収集しない期間は、ステーションにごみを出さないでください。 

し尿受付 休 休 休 休 休 休 平常どおり 

※し尿くみ取りの申込み先＝㈲あけぼの清掃社☎42-2560 

■鳥越クリーンセンターの業務について[問合せ 市民生活課環境係☎42-2221（内線 243・253）] 

引越しなどで多量のごみが出たときに限り、12 月 31 日（月）正午まで「燃やすごみ」

「燃やさないごみ」「粗大ごみ（処理券シールを貼ったもの）」を受け入れます。前日ま

でに同センター☎47-1100 に電話での申し込みが必要です。 

■資源物の持ち込みはできません。１月の収集日までお待ちください。 

年末年始の業務について インフルエンザや 

感染性胃腸炎にご注意を！ 

手は石けんを使って念
入りに洗いましょう！ 
洗った後は、水で十分流
しましょう！ 
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住所 氏名 担当地区 電話番号 住所 氏名 担当地区 電話番号

鳥越 齋藤 眞人 

唐崎、町向、上

村、竪西、竪東、

馬場、後谷 

46-5660 三島新保 羽倉 保 
三島中条、三島

新保 
42-4583

鳥越 原田 ミツ 

下原、上向、上

原東、上原西、

高原南、高原

東、高原 

47-0720 瓜生 近藤 進 
大野、下河根

川、瓜生 
42-3310

七日市 中村 優子 七日市 42-2244 蓮花寺 難波 靖 蓮花寺、中永 42-3043

上岩井 五十嵐 勝五 上岩井 42-4414 三島上条 野島 マツイ 三島上条、逆谷 42-2158

吉崎 東  孝義 上町、中町、南町 42-4085 気比宮 小熊 榮市 気比宮 42-3259

吉崎 元井 千恵子 

下町、東町、サ

ン･コーポラス

三島 

42-4337 藤川 小熊 洋子 藤川、宮沢 42-2009

脇野町 片桐 信行 

上横町、本町、

志田町、旭町、

学校町 

42-2515 鳥越 
帆刈 順子 

(主任児童委員)
三島全地域 47-0655

脇野町 小川 愛子 

下横町、宮下

町、神明町、中

江町、日之出町 

42-2763 吉崎 
大島 峰子 

(主任児童委員)
三島全地域 42-2598

問合せ 保健福祉課福祉係☎42-2221（内線 231） 

民生委員・児童委員の皆さんを紹介します（12 月１日現在・敬称略）

 
 
路上駐車は絶対にしないでください 

路上駐車があると、除雪作業が遅れたり、除雪作業の妨げになります。また、視界の悪い夜間や吹

雪の中での作業で、重大事故につながるおそれもあります。 

除雪車には近寄らないでください 

除雪車に近寄ることは、とても危険です。特に幼児や児童などが除雪機械の近くで遊ばないよう十

分ご注意ください。 

玄関先の雪処理にご協力ください 

機械除雪では、住宅の出入口をふさぐことなく除雪するのは技術的に困難です。玄関や車庫前に残

った雪は、皆様それぞれで処理してください。 

垂れ下がり樹木等の処理にご協力ください 

降雪により、交通の支障となるものについては、その処理をお願いします。また、沿道の樹木、垣

根、塀等は雪囲いなどにより補強し、赤旗などの目印をしてください。 

道路上には雪を出さないでください 

玄関前や庭先の雪を道路上に放置すると、歩行者や車両の通行の妨げになり交通事故のもととなり

ますので、道路には出さないでください。 

※消雪パイプ運転休止時間＝14:00～15:00／16:00～17:00 

 国道・県道の除雪についての問合せ 与板維持管理事務所 維持管理課☎72-3185 

市道の除雪についての問合せ 三島支所建設課☎42-2221（内線 212～216）

道路除雪作業における沿道の皆様へのお願い 
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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 

まちのＮＥＷＳ 

 

 

話題の本など続々と入荷。本の借

用は、三島体育センターまで。 

≪新刊等≫ 

書名等 著者名等 

臥竜の天（上・下） 火坂雅志 

楽園（上・下） 宮部みゆき

10代からの子育てハッピーアドバイス 明橋大二 

一瞬の風になれ（１～３） 佐藤多佳子

橋をかける 美智子 

研修医純情物語 川淵圭一 

吾郎とゴロー 川淵圭一 

トリビアの泉 へぇの本（Ⅵ～Ⅹ） フジテレビ トリ

ビア普及委員会 

脳内エステＩＱサプリ（１～２） フジテレビ出版

恋空～切ナイ恋物語～（上・下） 美嘉 

君空 美嘉 

 

 

三島地域ソフトバレーボール大会が 11 月 25

日、三島中学校体育館で行われました。 

会場は熱気にあふれ、寒さを吹き飛ばすような

白熱したプレーが光りました。 

 

 

 

《手漉き和紙に絵付けをしてみませんか？》 

期日 ２月２日（土） 

時間 午後１時 30 分～３時 

会場 みしま会館 

内容 はがきサイズまたはＢ４サ

イズの和紙を使い、自由に

絵付けします。 

講師 長岡市まちの先生 片桐美智子さん 

定員 小学生 20 人（先着順） 

※自分で準備・後片付けのできる方 

申込期限 １月 30 日（水） 

参加費 無料 

持ち物 筆を洗う容器、新聞紙、大・小の筆 

※筆はいろいろな太さがあると便利で

す。専用の絵の具と小筆１本は主催

者が用意します。 

その他 汚れても構わない服装でお越しください 

問合せ・申込み 和紙の会（みしま会館内）へ

電話☎42-2222 またはＦＡＸ

○Ｆ42-3534 

 

順位 チーム名 メンバー 

１位 のんべぇＢ 藤川・吉崎住民等 

２位 フレンド 上岩井・吉崎住民等 

３位 マツケンサンバー ソフトバレーボールクラブ 

 

 

 

 

 

地区の住民などが石碑を再建 

僧侶に写経を頼んだという猿の伝説にちなんで、三

島上条の山林に建てられた「猿塚」と「経塚」。中越

地震で倒れたこれらの石碑の修復作業が、地元住民や

みしま観光推進協議会のメンバーなどにより行われ、

元通りに再建されました。住民等による修復活動は今

後も続けられる予定です。（11 月 18 日） 

三島地域ソフトバレーボール大会を開催 

三島公民館図書室から新刊入荷のお知らせ 文化庁委嘱事業「伝統文化こども教室」 

和紙の会からの行事案内 

▲力を合わせて再建した石碑を囲んで 



 

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（１月） 

１ 火 元日 

２ 水  

３ 木  

４ 金  

５ 土  

６ 日 
小寒 
・三島消防団出初式 
（10：00 三島体育センター） 

７ 月 七草 

８ 火  

９ 水  

10 木  

11 金  

12 土  

13 日  

14 月 成人の日 

15 火 

・ポリオ予防接種 
※１回目対象＝H１９年５、６月生まれ 

２回目対象＝H１９年３、４月生まれ 
（13：45 三島保健センター） 

 

 

 

16 水  

17 木  

18 金  

19 土
・みしま親子スキーの集い 
（南魚沼市舞子／２０日まで） 

20 日  

21 月 大寒 

22 火  

23 水  

24 木  

25 金
・みしま貯筋クラブ⑦（転倒・骨折予防教室）
（13：30 みしま会館） 

26 土  

27 日  

28 月  

29 火  

30 水  

31 木
・３歳児健診 
※対象＝H１６年８、９月生まれ 
（13：00 三島保健センター） 

 

 

 

 

市政広報特別番組「長岡どっちどっち」をご覧ください！ 

双子のお笑い芸人“ザ・たっち”の２人が長岡の魅力を紹介！スタジオでは、女優・中尾ミエ

さん、ＮＡＭＡＲＡの森下英矢さん、森民夫市長が、長岡の現在と未来について熱く語ります。

朝の早い時間の放送ですが、ぜひご覧ください。 

放送日時 12 月 31 日（月）午前６時 45 分～７時 15 分 

放送局 ＢＳＮ新潟放送   問合せ 広報課☎39-2202 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,187 世帯 7,436 人 3,559 人 3,877 人 

 （-2） （+4） （+6） （-2） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （１２月１日現在） 

再放送決定！ 

「みしま民話コンテスト」作品展を 
開催しています（紙芝居・絵本・劇脚本） 

全国から寄せられた力作をぜひご覧ください。

期間 １月 31 日（木）まで（土日祝日を除く 

午前８時 30 分～午後５時 30 分） 

会場 三島支所１階ロビー 

問合せ 

地域振興課地域振興・防災係☎42-2221（内線 323）


