
 

平成２０年２月１５日発行 第１４号 

 

 
2008 ２月号 

 

2008.2 三島支所からのお知らせ  １ 

 
地域社会保険事務所や税務署を

かたった｢振り込め詐欺｣が発生しています。この

ような公的機関が現金自動預払機（ＡＴＭ）の操

作を求めることはありませんのでご注意ください。 

公的機関からの電話で不審な点があるときは、

氏名や電話番号等は教えずに一度電話を切り、必

ず家族や知人に相談しましょう。また、被害にあ

ったときは、すぐに警察に届け出てください。 

問合せ 

長岡市消費生活センター☎32-0022 

地域振興課地域振興・防災係☎42-2221(内線 325) 

 

 

三島の名物イベント「全日本丸太早切選手権大

会」の運営に参加していただける方を募集してい

ます。県内外の催しにも参加して、一緒に楽しく

三島地域をアピールしましょう。どなたもお気軽

にご応募ください。 

内容 実行委員会への参加（夜間・８回程度）、大

会の運営、県内外での丸太切り体験の運営

（横浜市、さいたま市などのほか、長岡ま

つりにも参加します） 

申込み方法 

電話で３月３日（月）までに実行委員会事務局

へ ※その後も随時受け付けます。 

問合せ 

全日本丸太早切選手権大会実行委員会事務局 

（三島支所産業課内）☎42-2221(内線 223・225) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込期間 ２月１日（金）～３月 31 日（月） 

（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 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日 

（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各金融機関（ゆうち

ょ銀行を除く）または地域振興課へ 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係 

☎42-2221(内線 325･326) 

 

 

 

日時 ３月 15 日（土）午後１時 30 分～３時 30 分 

会場 みしま会館 ホール 

講師 齋藤静さん（三島病院臨床心理士） 

申込み 電話で３月 10 日（月）までに保健福祉課

保健係へ 

問合せ 保健福祉課保健係☎42-2221(内線 233) 

■三島地域コミュニティサイトを閉鎖します 

三島地域コミュニティサイト（http://mishi 

ma1.city.nagaoka.niigata.jp/life/）を３月 31

日で閉鎖することとなりました。今後は市ホーム

ページ（http://www.city.nagaoka.niigata.jp/）

に内容を移行し、情報を発信していきます。 

■市民公開用パソコンを移動します 

みしま交流センターに設置している市民公開

用パソコンを３月 31 日で撤去し、三島支所の１

階ロビーへ移動する方向で調整中です。利用方

法を含め、正式に決定しだい改めてお知らせし

ます。 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係☎42-2221(内線 324) 

みんなで安心！ 

交通災害共済に加入しましょう 

全日本丸太早切選手権大会実行委員を募集 

認知症予防講演会 

「認知症に強い脳をつくろう！」（無料） 

振り込め詐欺にご注意を ！ ２月２０日は 
交通死亡事故ゼロを目指す日 

交通事故の撲滅はみんなの願い。 

「交通死亡事故ゼロを目指す日」は政府が進め

る全国的な運動です。日ごろから交通ルールを

守り、交通事故を防ぎましょう。

交通事故 
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子どもたちや愛好家の作品が一堂に 

新春恒例のみしま書き初め大会とみしま書道クラブ、絵

画サークルの作品展が、みしま会館で行われました。会場

には、日ごろの練習や活動の成果が発揮された力作が展示

され、多くの人々が鑑賞しました。また、４年生以上の小

学生と中学生による書き初め大会の表彰式が行われ、特選

に入賞した７人が表彰されました。（１月 30 日） 

 

 

■平成２０年度 

「ウィルながおかパートナー」を募集 

ウィルながおかの活動に参加してみませんか。 

申込み方法 

ウィルながおかや図書館等に備え付けの申し

込み用紙[※]を３月 14 日（金）までにウィル

ながおかへ（ファックスまたはメールも可） 

※ホームページ（http:// www. city.nagaoka. 

niigata.jp/will/）から取得できます。 
 

 

■男のスキルアップセミナー 

「知ってナットク!男の生き方いろいろ」（無料） 

部下や仲間の悩みの原因を知ることで、職場や

地域での人間関係をより良くしませんか。 

日時 ３月８日（土）午後１時 30 分～３時 30 分 

会場 県立近代美術館１階 講座室 

講師 中村彰さん（メンズセンター運営委員長） 

定員 30 人（先着） 

申込み 電話、ファックスまたはメールで３月１

日（土）までにウィルながおかへ 

 

 

 

４月１日から、使用申込書の受付開始日が「使用しようとする日の２か月前の日の属する月の初日」

からになります。なお、使用申込書の提出先は、今までと変わらず各施設です。 
■受付開始日は次のようになります（変更に伴う移行期間を設けます） 

使用希望月 
平成 20 年

３月 

４月 

 

５月 

 
６月 ７月 

受付開始日 ２月 20 日 ３月 20 日 ３月 20 日 ４月１日 ５月１日 

■対象となる施設と問合せ先 

対象施設 問合せ先 

みしま会館、三島体育センター、野球場 

テニスコート、ゲートボール場 

教育委員会三島分室 

☎42-2221（内線 333･334） 

みしま交流センター 
産業課商工観光係 

☎42-2221（内線 223･225） 

公共施設の利用申込みの受付開始日を変更します

移 行 期 間 

男女平等推進センター｢ウィルながおか｣からのお知らせ 

活動内容（次のうち１つでも複数でも可） 

名称 内容 活動頻度など 

フォーラム実行委員 講演会、分科会の企画運営 月１～２回 一時保育あり

情報誌「あぜりあ」編集委員 企画、編集、発行 月１～２回 一時保育あり

「ながおか女性生活史」編集委員 企画、編集、調査研究 月１～２回 一時保育あり

ウィルサポーター イベント、講座のサポート等 できる時 

☎ 39-2746 FAX 39-2747 
Ｅメール will@city.nagaoka.lg.jp

▲作品とともに記念の一枚 

▲会場を埋める 

力作の数々 
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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 

 

 

《アロマ体験してみませんか？》 

アロマセラピーとは、どのような種類や香り、

効能があるのか一緒に学びませんか。 

日時 ３月３日（月）午前 10 時～11 時 30 分 

会場 みしま会館 

講師 水沢祐子さん（まちの先生） 

定員 15 人（先着順） 

参加料 1,000 円（材料代実費） 

申込締切 ２月 25 日（月） 

《市政出前講座｢長岡市史を読む会｣》 

話題となっている戦国時代の三島地域とその

周辺の歴史を｢長岡市史･資料編２｣から探ります。 

期日 １回目＝３月５日（水） 

２回目＝３月 19 日（水） 

時間 いずれも午前 10 時～11 時 30 分 

会場 みしま会館 

内容 １回目＝御館
お た て

の乱と古志の激戦 

２回目＝古志に相次ぐ検地 

講師 長岡市文書資料室 田中嘱託員 

定員 30 人（先着順） 参加料 無料 

《着付講座》 

着物を着てお花見などに出かけてみませんか。 

期日 ３月７日・14 日・21 日（金） 

時間 いずれも午後１時 30 分～３時 30 分 

会場 みしま会館 

内容 袷
あわせ

の着物の着方、小物の合わせ方、帯と

着物の合わせ方など 

講師 小林弘子さん（装道きものコンサルタント） 

定員 10 人（先着順） 参加料 無料 

持ち物 着物、帯、帯揚げ、帯締め、帯板、下着 

襦袢、伊達締、補正用タオル２枚 

コーリンベルト、足袋、紐２～３本 

クリップ（お持ちの方のみ） 

 

 

 

 

 

 

期日 ①レディース＝３月６日・13 日（木） 

②フィットネス＝３月４日・11 日（火） 

※各教室とも２回の開催ですが、いずれ

か１回のみの参加も可 

時間 ①午前 10 時～11 時 30 分 

②午後７時 30 分～９時 

対象 ①女性 ②どなたでも 

会場 みしま体育館 

内容 ・ソフトバレーボール、ラケットテニス

等の軽スポーツ体験 

・簡単にできるニュースポーツ体験 

定員 いずれも 50 人（先着順） 

参加料 無料 

持ち物 運動のできる服装、内履き、タオル 

問合せ・申込み 

２月 21 日（木）午前９時から電話で 

㈶長岡市体育協会☎34-2130 へ 

 

期日 ３月９日（日） 

時間 午前 11 時 30 分～午後３時 30 分 

会場 みしま会館 

主催 むらさき会（みしま文化協会加盟団体） 

後援 みしま文化協会、新潟県民踊指導者連盟 

賛助出演 見附見謡会「津軽三味線民謡ショー」 

見附美春会「民謡・新舞踊」 

入場料 無料 

問合せ 

むらさき会代表・田口美恵さん☎42-4581 へ 

第４回むらさき会民謡舞踊発表会を開催

「みしま体育館スポーツクラブ体験教室」

参加者募集 

ふるさとセミナー３月の講座案内 

 

 

４月から、全市統一の「長岡市公民館社会教育関係団体登録制度」により、市民によるサークル活動

や学習活動を支援します。登録団体は、４月以降の使用料の減免を受けることができます。現在減免を

受けている団体も、必ず登録を申請してください。なお、申請の受け付けは２月下旬からです。 

■長岡市公民館社会教育関係団体登録制度の説明会のご案内 

日時 ２月 19 日（火）１回目＝午前 10 時～／２回目＝午後７時～ ※いずれも同じ内容です。 

会場 三島支所大会議室   問合せ 教育委員会三島分室☎42-2221（内線 332） 

長岡市公民館社会教育関係団体登録制度で市民活動を支援します 

※「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 へ 



 

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（３月） 

１ 土  

２ 日  

３ 月 
ひな祭 
・ふるさとセミナー「アロマ体験してみません
か？」（10：00 みしま会館） 

４ 火 

・ポリオ予防接種 
※１回目対象＝Ｈ１９年７、８月生まれ 

２回目対象＝Ｈ１９年５、６月生まれ 
（13:45 三島保健センター） 

５ 水 

啓蟄 
・三島中学校卒業式 
・ふるさとセミナー「市政出前講座『長岡市
史を読む会①』」（10：00 みしま会館） 

６ 木  

７ 金 
・ふるさとセミナー「着付講座①」 
（13：30 みしま会館） 

８ 土 
・男のスキルアップセミナー 
「知ってナットク!男の生き方いろいろ」 
（13：30 県立近代美術館） 

９ 日 
・三島地域バドミントン大会 
（8:30 三島中学校体育館） 

10 月  

11 火  

12 水  

13 木  

14 金 
・ふるさとセミナー「着付講座②」 
（13：30 みしま会館） 

 

15 土
・認知症予防講演会「認知症に強い脳をつ
くろう！」（13：30～15：00 みしま会館） 

16 日 ・三島消防団解団式（14:00 みしま会館） 

17 月 彼岸入り 

18 火  

19 水

・ふるさとセミナー「市政出前講座『長岡市
史を読む会②』（10：00 みしま会館） 

・３歳児健診 
※対象＝Ｈ１６年１０、１１月生まれ 

 （13：00 三島保健センター） 

20 木 春分の日 

21 金
・ふるさとセミナー「着付講座③」 
（13：30 みしま会館） 

22 土  

23 日  

24 月  

25 火
・日吉小学校卒業式 
・脇野町小学校卒業式 

26 水  

27 木  

28 金  

29 土  

30 日  

31 月  

法務局長岡支局の庁舎が移転します 

新潟地方法務局長岡支局は、新庁舎竣工に伴い下記のとおり移転します。登記事務、供託事務、

戸籍・国籍事務及び人権擁護事務は、３月３日（月）から新庁舎で行いますのでご注意ください。

移転先 〒940-0082 長岡市千歳一丁目３番 91 号（長岡操車場跡地） 

登記事務＝☎33-5511／供託・戸籍・国籍・人権擁護事務＝☎33-6901 

問合せ 新潟地方法務局長岡支局☎33-5511

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,187 世帯 7,436 人 3,562 人 3,874 人 

 （-4） （-6） （+1） （-7） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （２月１日現在） 


