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2008.6 三島支所からのお知らせ  １ 

 
 
 与板警察署では６月１日から下記の路線、時間

帯を重点に違法駐車の取り締まり活動を実施しま

す。なお、その他の場所でも必要に応じて違法駐

車の取り締まりを行います。安全で円滑な道路交

通を図るため、地域の皆さんのご協力をお願いし

ます。 

取り締まり重点路線 

 国道 403 号線の千体橋交差点（JA 

 与板支店付近）から原浦橋交差点 

 （与板橋西詰交差点手前）の間 

時間帯 バス運行時間帯及び冬期間 

問合せ 与板警察署☎72-0110 

 

 

日時 ７月 24 日（木） 

   午後１時 30 分～３時 30 分 

会場 三島保健センター 

内容 保健師が健診の結果や、生活習慣病予防、

こころ、子育てなどの相談に個別に応じま

す。 

持ち物 健康手帳（持っている人のみ） 

定員 ４人（先着） 

申込み ７月 18 日（金）までに電話で保健福祉課

☎42-2221 まで。 

問合せ 保健福祉課保健係☎42-2221（内線 233） 

 

 

 インターネットができる市民開放用パソコンを

支所１階の情報ラウンジに設置しました。申込不

要ですのでお気軽にご利用ください。 

利用可能時間 

 月曜日から金曜日の午前８時 30 分 

 から午後５時 30 分まで 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係 

    ☎42-2221（内線 324） 

 

 

 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。調査員に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てい

ただき、調査終了後、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。 

応募用件 

 次の全てを満たす方 

  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 

申込み 電話で地域振興課☎42-2221 まで。 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係 

    ☎42-2221（内線 324） 

  

                
 

 昨年度に開催したみしま民話コンテストで 

応募のあった絵本９点と紙芝居 12 点を貸し出 

しています。また、大型紙芝居もこれまで同 

様貸し出していますので、ご家庭での読み聞 

かせや町内会等でお集まりの際など、お気軽 

にご利用ください。 

 申込みは地域振興課☎42-2221 までご連絡 

ください。 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係☎42-2221（内線 324）

登録統計調査員を募集しています 

あなたの健康相談室 

   違法駐車を取り締まります 

絵本・紙芝居を好評貸し出し中！

市民開放用パソコンを設置しました 



 

２  三島支所からのお知らせ 2008.6 

まちのＮＥＷＳ 

三島を盛り上げる中学生パワー！ 

 第 24 回みしま西山連峰登山マラソン大会に

三島中学校の先生・生徒約 140 人が参加。マラ

ソンへの出場のほか、受付や豚汁作りなど、大

会を盛り上げるため

に活動しました。今

後も中学生の活躍に

期待です！ 

（５月 18 日） 

 

 

◀中学生は３km コー 

スに参加。友達同士

で楽しみながら、三

島路を駆け抜けま 

した。 

右見て、左見て 交通安全教室 

 脇野町小学校で交通安全教室が開催されまし

た。児童は駐在さんや交通安全指導員に安全な

歩き方、自転車の乗り方などを教わりました。

（６月５日） 

▾道路は自転車をひいて渡るんだよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ 三島ライトアップ実行委員会 代表 増間栄久雄☎090-2214-4932 

    または、産業課商工観光係☎42-2221（内線 223・225・227）   

竹で三島を盛り上げよう！～竹灯篭ライトアップ事業～ 

 

 今年も竹灯籠によるライトアップで、三島まつ

り会場の雰囲気を盛り上げます。 

 そこで、“竹”を無償で譲っていただける個人

や町内会を募集します。竹の伐採方法等の詳細は

後日連絡します。 

 また、切り出した“竹”の保管場所・作業場所

を提供してくださる個人や企業も併せて募集し

ます。竹灯篭で会場を幻想的に照らしましょう。

申込み ６月 30 日（月）午後５時 30 分までに電

話で下記問合せ先まで 

 

 竹の切り出しから加工作業、紙巻き作業など、

中学生以上のボランティアを募集します。作業は

毎回でなくても参加できるときだけでも大丈夫

です。ボランティア保険に加入しますので、申込

みの際に氏名・住所・連絡先・作業希望日をお伝

えください。 

作業予定日 

７月 13 日（日） 竹の切り出し作業 

７月 20 日（日） 竹の切り出し・加工作業

７月 21 日(月・祝日) 加工作業 

７月 27 日（日） 加工作業 

８月 10 日（日） 加工・紙巻き等作業 

※７月 13 日は午前８時 30 分までに三島支所正面

駐車場に集合（以降の予定は後日連絡します。） 

※雨天時は変更、中止することがあります。 

申込み ７月７日（月）午後５時 30 分までに電

話で下記問合せ先まで 

竹と保管・作業場所を探しています 竹灯篭製作ボランティア大募集！



 

 三島分室だより 問合せ ☎ 42-2221  ＦＡＸ 42-3534 
 メール msm-kyoiku@city.nagaoka.lg.jp 

教育委員会 

 

    ふるさとセミナー８月の講座案内 三島公民館図書室から新刊入荷のお知らせ 

 

≪古文書講座≫ 

初心者大歓迎。あなたも一緒に読んでみません

か？ 

期 日 １回目 ７月 18 日（金） 

２回目 ７月 25 日（金） 

時 間 いずれも午後２時～３時 

会 場 みしま会館 

内 容 １回目 くずし字で三島の地名を読む 

２回目 雲出村の古文書（山田権左衛門

に関するものもあります。） 

講 師 長岡市文書資料室 小林嘱託員 

参加費 無料 

定 員 各回とも 30 人（先着順） 

※２回連続の申込可 

※「ふるさとセミナー」の問合せ・申込み 

電話または FAX でみしま会館まで。 

☎42-2222 ○Ｆ 42-2248 
 

 

 

 

大会当日の５月 18 日（日）は晴れわたった青

空の下、約 320 人のランナーが参加して開催さ

れました。 

小・中学生からベテランのランナーまで、自然

豊かな三島路を駆け抜け、一路ゴールへ。成功

裏に日程を終えることができました。 

 住民の皆様、選手への温かい声援 

など大会にご協力いただきありがと 

うございました。 

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（三島分室内）☎42-2221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 

図解上杉謙信・景勝と直江兼続 ローレンスムック

直江兼続～新潟県人物小伝～ 花ヶ前盛明 

直江兼続 

～家康に対峙した戦国の宰相～ 

上田史談会／文

樋口峰夫／画＊

問合せ 三島体育センター☎42-2756 

 

 
 
三島地域ソフトボール大会を開催 

好天に恵まれた６月８日（日）、第 19 回三島地

域ソフトボール大会が三島野球場を会場に開催

されました。当日は町内チーム、同級生チーム

など５チームが出場し、ハッスルプレーを披露。

参加者はソフトボールを通じて日ごろの運動不

足を解消し、ストレスを発散するとともに、参

加者相互の交流により絆を深め合いました。 

順 位 チーム名 

優 勝 Ｈ Ｇ 

準優勝 40（フォーティ）ヤンキース

第３位 チーム ヨッサキ 

ご協力ありがとうございました！ 
第 24 回みしま西山連峰登山マラソン大会 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

みしまスポーツクラブ 
「女性のためのスポーツ教室」参加者募集

期日 ６月 19、26 日／７月３、10、17 日 

   いずれも木曜日 計５回 

時間 いずれも午前 10 時～11 時 30 分 

会場 みしま体育館 アリーナ 

対象 女性のみ  定員 30 人（先着順） 

参加費 2,000 円（初回参加時に持参） ■三島地域開催競技 

少年女子バレーボール 
問合せ・申込み ■会場 

財団法人長岡市体育協会☎34-2130みしま体育館 

三島支所からのお知らせ  ３ 



 

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（７月） 

１ 火 半夏生 

２ 水  

３ 木  

４ 金 
・米百俵号巡回 
 （9：30 みしま北保育園） 
 （10：30 みしま南保育園） 

５ 土  

６ 日  

７ 月 

小暑 
七夕 
・三島地区戦没者追悼式 
 （10：30 みしま会館） 

８ 火 

･結核、肺がん検診（７：45 みしま会館） 
･胃がん、大腸がん検診（８：00 みしま会館）
･特定健診、後期高齢者健診 
 （９：00 みしま会館） 

９ 水 

･結核、肺がん検診（７：45 みしま会館） 
･胃がん、大腸がん検診（８：00 みしま会館）
･特定健診、後期高齢者健診 
 （９：00 みしま会館） 

10 木 

･結核、肺がん検診（７：45 みしま会館） 
･胃がん、大腸がん検診（８：00 みしま会館）
･特定健診、後期高齢者健診 
 （９：00 みしま会館） 

11 金 

・ふるさとセミナーｉｎ阿賀野（阿賀野市内） 
･結核、肺がん検診（７：45 みしま会館） 
･胃がん、大腸がん検診（８：00 みしま会館）
･特定健診、後期高齢者健診 
 （９：00 みしま会館） 

12 土  

13 日 
・三島地域混合バレーボール大会 
 （みしま体育館） 

14 月  

15 火 ・米百俵号巡回（10：40 三島体育センター）

16 水 

･結核、肺がん検診 
 ９：00～９：20 鳥越南集会所 
 ９：35～10：00 鳥越集落センター 
 10：20～10：40 七日市公民館 
 11：00～11：20 みしま交流センター 
 13：00～13：20 三島中条親林館 
 13：40～14：00 大野寿荘 
 14：20～14：40 瓜生集落センター 
 15：00～15：20 藤宮集落センター 

17 木

･結核、肺がん検診 
 ９：00～９：20 蓮花寺集落センター 
 ９：40～９：50 中永三差路 
 10：10～10：30 逆谷集落センター 
 10：50～11：10 三島上条公民館 
 13：00～13：15 旧森林組合 
 13：35～13：55 下河根川集落センター 
 14：15～14：40 三島新保集落センター 
 15：00～15：20 三島保健センター 

18 金  

19 土
土用入り 
・みしまジュニアリーダー研修会事前説明会
 （みしま会館） 

20 日  

21 月 海の日 

22 火 大暑 

23 水  

24 木

･３歳児健診（13：00 三島保健センター） 
※対象＝H17 年２、３月生まれ 
・あなたの健康相談室 
 （13：30～15：30 三島保健センター） 

25 金  

26 土  

27 日  

28 月  

29 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 11、12 月生まれ 
※２回目対象＝H19 年９、10 月生まれ 

30 水  

31 木  

 

 

 

 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,200 世帯 7,421 人 3,564 人 3,857 人 

 （-1） （-5） （+2） （-7） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （６月１日現在） 

 


