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2008.3 三島支所からのお知らせ  １ 

 

 

 

４月から、新聞、雑誌・チラシ、

段ボールの収集場所が、燃やすごみ

等を出している「ごみステーション」になります

（ステーション収集）。これまで行っていた、地区

の決められた場所での収集（拠点収集）は行いま

せんので、ご注意ください。 

    地区での資源回収について  

地区において資源の集団回収を実施している団

体に対する「資源回収奨励金」については、引き

続き交付します。 

ごみの減量とリサイクルを進めるため、地区で

の集団回収にご協力ください。 

問合せ 市民生活課環境係 

☎42-2221(内線 243･253) 

 

 

期間 ３月 19 日（水）～３月 29 日（土） 

時間 平日＝午前８時 30 分～午後９時 

土日・祝日＝午前９時～午後６時 30 分 

会場 ながおか市民センター｢まちの情報コーナー｣ 

 

 

対象者 交通災害共済の加入者で、交通

事故による入院・通院が合計で

７日以上の人（道路上などでの

車両による人身事故） 

請求期間 交通事故にあった日から１年以内 

請求方法 地域振興課にある請求書類に必要事項

を記入し、関係書類とともに同課へ提

出してください。 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係 

☎42-2221(内線 325･326) 

 

 

４月から、長岡市民を対象に、１人 30 分の相談

ができます（事前予約制）。 

日時 毎月第２火曜日 

午後１時 30 分～４時 30 分 

場所 市役所本庁１階 市民相談 13 番窓口 

予約方法 電話で市民相談13番窓口☎39-2255へ。 

問合せ 福祉総合相談室☎39-2255 

「司法書士相談」開設のお知らせ（無料） 

みしま民話コンテスト作品展 in 市民センター

新聞、雑誌・チラシ、段ボールの 

収集場所が変わります 

交通災害共済見舞金の請求漏れは

ありませんか 

平成２０年度 犬の登録及び狂犬病予防注射のお知らせ 

犬の飼い主は、生後 91 日以上の犬を登録し、毎年１回狂犬病の予防注射を受けなければなり

ません。三島地域内にお住まいで犬を飼っている人は、下記の会場で登録と予防注射を受けて

ください。なお、三島地域以外の長岡市内の会場でも受けられますので、市民生活課環境係に

お問い合わせください（市外の会場では受けられません）。 

日時・会場 

期日 時間 会場 

午前９時 40 分～10 時 鳥越集落開発センター 

午前 10 時 20 分～11 時 00 分 三島体育センター ４月９日（水）

午前 11 時 20 分～11 時 30 分 みしま北保育園 

料金 登録済の犬･････3,100 円 

新規登録の犬･･･6,100 円 ※お釣りのいらないように当日持参してください。 

持ち物 狂犬病予防注射済票交付申請書、料金、印鑑（新規に登録する場合） 

問合せ 市民生活課環境係☎42-2221（内線 243･253） 
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健康診断の結果や生活習慣病予防、こころの相

談になどに、保健師が個別に応じます。 

日時 ４月 23 日（水） 

午後１時 30 分～午後３時 30 分 

会場 三島保健センター 

持ち物 健康手帳（持っている人のみ） 

定員 ４人（先着順） 

申込み ４月 21 日（月）までに電話で保健福祉課

保健係へ 

問合せ 保健福祉課保健係☎42-2221（内線 233） 

 

 

４月１日から、三島地域を含む合併 10 地域の消

防団を１つに統合し、新たに「長岡市消防団」と

して活動します。 

これにより、三島消防団は３月 31 日をもって解

団し、「長岡市消防団三島方面隊」と名称が変わり

ます。また、消防団事務の担当部署も、地域振興

課から与板消防署に移ります。 

担当 地域振興課地域振興・防災係 

☎42-2221（内線 324） 

 

 

「マリと子犬の物語、モデルはこの

人」など長岡市のおもしろネタ、ウラ話

が好評のコラムと、おすすめ情報をあな 

たのケータイへ！登録は、携帯電話のメールアド

レスを入力するだけです。 

発行 月２回（１日・15 日） 

登録方法 

下記のアドレスから登録してくだ

さい。また、携帯電話のアドレスには、

右のＱＲコードからもアクセスでき

ます。 

・携帯電話からの登録 

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/m/m-maga/ 

・パソコンからの登録 

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/ 

meruma/m-maga.html 

※メールマガジンの４月１日号では、読者限定プ

レゼント企画があります。（長岡花火観覧席券な

ど） 

問合せ 広報課☎39-2202 

 

 

 

 

子どもたちが民話の世界を楽しむ 

今年度のふるさと創生基金事業で実施した「み

しま民話コンテスト」の作品展の小学校巡回展示

が行われました。子どもたちは、紙芝居や絵本な

どの形で創作された 

三島の民話を、楽し 

そうに読んでいまし 

た。 

 

 

 

▲日吉小学校の様子 

（３月４日） 

 

 

 

▲脇野町小学校の様子（２月 26 日） 

三中の渡辺先生の講演会が好評のうちに終了！ 

三島中学校の渡辺秀男理学博士による「長岡地

域の大地の変動と断層」講演会が、２月 24 日、み

しま交流センターで開催されました。 

講演会は、法人会三島支部、三島町青色申告会、

商工会製造部の共催（後援：長岡市・長岡市教育

委員会）により行われ、

定員を上回る 120 人が

参加。集まった皆さん

は、「地震はどうなって

起こるか」「活断層のあ

るところ」などの渡辺

博士の話に、熱心に耳

を傾けていました。 

天候の悪い中、多くの方々からご参加いただき、

ありがとうございました。 

事務局 三島町商工会 

消防団の体制が変わります 

ケータイメールマガジン「米百俵メール」が 

４月１日配信スタート（無料） 
あなたの健康相談室（無料）
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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 

 

 

第 18 回三島地域綱引大会が３月２日（日）、

三島体育センターを会場に、４チームが参加し

て開催されました。 

当日は、長岡市内全域から集まった綱引きの

エキスパートが、全国大会レベルのチーム力で

熱戦を繰り広げました。 

順 位 チーム名 

優 勝 雷 神 

準優勝 表町綱引きクラブ 

第３位 ＭＰＴＣ 

 

 

 

 

 

 

 

▲各チームとも気合十分！ 

 

 

三島地区体育協会主催の三島地域バドミント

ン大会が３月９日（日）、三島中学校体育館を会

場に、22 ペア・総勢 44 人が参加し開催されま

した。 

参加した選手は、日ごろ鍛えた練習の成果を

十分に発揮し、息のあったコンビネーションを

展開していました。 

種 目 優勝ペア名 

男子ダブルス 渡辺・西牧ペア（長岡）

女子ダブルス 真下・林ペア（長岡） 

ミックスダブルス 中村・村山ペア（長岡）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲白熱したラリーの応酬！ 

 

 

話題の本など新刊が続々と入荷。 

本の借用は、三島体育センターまで。 

書名等 著者名等 

おとなの叱り方 和田アキ子

甲子園への遺言 
～伝説の打撃コーチ高畠導宏の生涯～ 

門田隆将 

宇宙への秘密の鍵 ルーシー＆ス

ティーヴン・

ホーキング 

佐賀のがばいばあちゃん 島田洋七 

女性の品格～装いから生き方まで～ 坂東真理子

親の品格 坂東真理子

おひとりさまの老後 上野千鶴子

人間の関係 五木寛之 

新・御宿かわせみ 平岩弓枝 

成事良寧博士の人づきあいの心理学 沢秀一郎 

山本五十六 半藤一利 

新潟県の廃線を歩く 新潟日報事業社

ホームレス中学生 田村裕 

クローズド・ノート 雫井脩介 

 

 

 

 

日時 ５月 18 日（日） 

コース 20 ㎞・10 ㎞・３㎞の 

３コース 13 種目 

参加料 一般、夫婦親子ペア 2,000 円 

小中学生 1,000 円 

申込方法 三島分室、三島体育センター等に備

え付けてある所定の用紙に必要事

項を記入、押印のうえ、参加費を

添えて最寄りの郵便局へ。 

問合せ みしま西山連峰登山マラソン大会 

実行委員会事務局 

（教育委員会三島分室内） 

    ☎42・2221 ○Ｆ 42・3534 

 

 

第 24 回みしま西山連峰登山マラソン大会 

参加者募集！ 

三島公民館図書室から新刊入荷のお知らせ 

三島地域バドミントン大会を開催 

第１８回三島地域綱引大会を開催 

３月 25 日

締切！ 



 

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（４月） 
 

１ 火 ・春の火災予防運動（７日まで） 

２ 水  

３ 木  

４ 金  

５ 土  

６ 日 ・春の全国交通安全運動（15 日まで） 

７ 月 世界保健デー 

８ 火  

９ 水 

・狂犬病予防注射 
（9：40～10：00 鳥越集落開発センター） 
（10：20～11：00 三島体育センター） 
（11：20～11：30 みしま北保育園） 

10 木 

・交通事故死ゼロを目指す日 
・１歳６か月児健診 
※対象＝Ｈ１８年８、９月生まれ 
（13:00 三島保健センター） 

11 金  

12 土  

13 日  

14 月  

15 火  

16 水  

17 木 土用入り 

18 金
・赤ちゃん相談 
※対象＝Ｈ１９年９、１０月生まれ 
（9:00 三島保健センター） 

19 土  

20 日 穀雨 

21 月  

22 火  

23 水
・あなたの健康相談室 
（13:30～15:30 三島保健センター） 

24 木  

25 金  

26 土  

27 日  

28 月  

29 火 昭和の日 

30 水  

 

 

 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,187 世帯 7,447 人 3,571 人 3,876 人 

 （±0） （+11） （+9） （+2） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （３月１日現在） 

『火は見てる あなたが離れる その時を』 
～春の火災予防運動のお知らせ～ 

春は空気が乾燥し、火災の発生しやすい季節です。火の取扱いに

は十分注意し、火事を出さないようにしましょう。 

期間 ４月１日(火)～４月７日(月) 

担当 与板消防署☎72-2572 


