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 平成 20 年７月６日に執行された長岡市農業委

員会委員一般選挙の第６選挙区（三島地域）は、

届出のあった候補者数が定員を超えなかったため

に無投票となりました。当選人は下記のとおりで

す。（届出順） 

 小林 茂（上岩井） 中村 正行（七日市） 

問合せ 地域振興課総務係☎42-2221（内線 312） 

 

 

 長寿を祝い、これからのご健勝を祈念して敬老

会を開催します。対象者には、８月初旬頃、郵送

によりご案内します。当日はバス 

による送迎を予定しています。 

日時 ９月 13 日（土） 

会場 長岡市三島体育センター 

対象者 三島地域の 75 歳以上の人（昭和９年４月

１日以前に生まれた人） 

問合せ 保健福祉課福祉係☎42-2221（内線 235） 

 

 

 春に実施した『緑の募金』では、三島地域で総

額 293,113 円のご協力をいただきました。誠にあ

りがとうございました。集まった募金は、社団法

人にいがた緑の百年物語緑化推進委員会へ送り、

森林整備、学校・公共施設の緑化、次代を担う緑

の少年団の育成などに使用させていただきます。 

問合せ 産業課農林係☎42-2221（内線 224） 

 

 

 

 ８月から使用する新しい保険証を、 

７月下旬に配達記録郵便でご自宅へ送 

付します。また、平成 20 年度の保険料 

の額は７月中旬にお知らせします。 

問合せ 市民生活課市民係☎42-2221（内線 252） 

 

 

 ５月から実施していた与板無憂苑斎場の改修工

事が完了しましたので、業務を７月 18 日（金）か

ら再開します。 

問合せ 与板支所市民生活課環境係 

    ☎72-3100（内線 134） 

 

 

 越後三島みこし会では、夏祭りのみこしを一緒

に担いでくれる担ぎ手を募集しています。難しい

しきたり等は一切ありません。ハッピは貸し出し

ていますので、お持ちでない方も参加できます。

参加していただける方は下記問合せ先までご連絡

ください。みんなで盛り上がりましょう！ 

日時 長岡まつり：８月１日（金） 

   三島まつり：８月 16 日（土） 

   ※詳細は後日連絡します。 

問合せ 越後三島みこし会事務局 

    担当：西さん 

    ☎080-5654-7318 

 

 

 ご家族で、グループで、そばづくりを体験してみませんか。わき水にまつわる食文化も学べます。

 日時 第１回：８月９日（土）午前９時～午後１時 

       第２回：10 月中旬（予定） 第３回：11 月下旬（予定） 

    内容 第１回：そばの種まき・酒蔵見学・まるや君が代麺工房見学・昼食 

       第２回：そばの実の収穫 第３回：そば打ち 

 集合場所 三島支所  持ち物 作業のできる服装 

 参加料 １人 2,000 円（全３回分）  定員 20 人（多数の場合は抽選） 

 申込み ７月 28 日（月）までに電話で下記問合せ先までお申込みください。 

        ※全３回分の申込みを受け付けます。第２回、３回のみの申込みもできますが、申

込期限後の追加募集はしません。 

問合せ 産業課商工観光係☎42-2221（内線 225）

とっておきの長岡まちめぐり事業 ～三島そばづくり体験とわき水食文化の旅～ 

農業委員会委員の選挙結果 

平成 20 年度三島地域敬老会の開催について 

『緑の募金』について 

与板無憂苑斎場の再開について 

盛り上がろう！みこしの担ぎ手大募集中！ 

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）・
国民健康保険に加入している方へ 
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 ８月 15、16 日の三島まつり会場で夕刻から竹灯ろうのろうそくに火をつけるボランティアを募集

しています。保育園のお子さんから中学生、高校生、家族やカップルなど、どなたでも参加できま

す。お気軽にご参加ください。 
 集合時間・場所 午後５時 30 分（予定）までにみしま体育館玄関前に集合 
         ※詳しい時間は後日申込者に連絡します。 
 申込み 下記問合せ先までご連絡ください。随時募集しています。 
 

 参加者が少なくて困っています。募集しているのは、竹の加工作業、紙巻き作業などをしてくれる

中学生以上のボランティア。作業は毎回ではなくても参加できるときだけで大丈夫です。友達同士、

家族など、グループでの参加大歓迎です！ 

作業予定日 三島まつりまでの日曜日を予定しています。（申込み時に確認してください） 

集合時間・場所 午前８時 30 分（予定）までに三島支所駐車場に集合 

        ※詳しい時間は後日申込者に連絡します。 

その他 作業はおおむね半日の予定です。雨天時は変更、中止することがあります。 

申込み 下記問合せ先までご連絡ください。随時募集しています。 

助けてください！竹灯ろう製作ボランティア大募集！ 

竹灯ろう点灯ボランティア募集！ 

注目！ 

三島まつりのお知らせ ～みんなで創る三島まつり～ 

■清掃ボランティアに参加してください 

 多くの方から三島まつりに関わっていただきたいと考え、まつりの翌日に会場清掃を行います。清

掃までが三島まつりです。皆さんのご協力をお願いします。 

日時 ８月 17 日（日）午前６時～７時 30 分 

場所 長岡市みしま体育館駐車場  内容 ごみ拾いと分別作業 

持ち物 軍手・ごみ拾い用トングなど（ごみ袋は事務局で用意します。） 

申込み ７月 24 日（木）までに電話で下記問合せ先までお申込みください。 

問合せ 三島まつり実行委員会事務局（産業課商工観光係）☎42-2221（内線 223・225・227） 

■『そうめん屋』スタッフ募集！ 

 暑い三島まつりの会場に涼感を呼び込むため、今年も『そうめん屋』を出店します。 

 一緒に三島の名産品と涼しさを来場者に届けましょう！ 

日時 ８月 15 日（金）午前９時～午後９時 

   ８月 16 日（土）午前 10 時～午後９時 ※両日とも協力いただける時間帯だけでかまいません。

場所 長岡市みしま体育館駐車場  内容 そうめんの調理、販売 

持ち物 エプロン・三角巾  その他 便検査を事務局で一括して行います。 

申込み ７月 24 日（木）までに電話で下記問合せ先までお申込みください。 

問合せ みしま観光推進協議会事務局（産業課商工観光係）☎42-2221（内線 227） 

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）    

■丸太切りスタッフ募集  ― 第 17 回全日本丸太早切選手権大会 ― 

 大会運営を補助するスタッフを募集します。みんなで大会をつくりあげましょう！ 

日時 ８月 16 日（土）午前７時 30 分集合 ※午後３時 30 分解散予定 

場所 長岡市みしま体育館駐車場  内容 受付、記録集計、時計係など 

持ち物 軍手・タオル・帽子 

申込み ８月５日（火）までに電話で下記問合せ先までお申込みください。 

問合せ 全日本丸太早切選手権大会実行委員会事務局（産業課商工観光係）☎42-2221（内線 227） 

竹で三島を盛り上げよう！ ～竹灯ろうライトアップ事業～ 



 

 三島分室からのお知らせ 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９月の講座案内 

 

 恒例の三島地域体育祭を開催します。 

期日 ９月 28 日（日） ※雨天中止 

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な 

どは、別途お知らせします。 

問合せ 

 三島地域体育祭実行委員会（教育委員会三島分

室）☎42-2221（内線 332～334） 

 

 

 

≪ヨガ体験教室≫ 

 ゆったり、無理せず、体を整えていきましょう。 

期日 １回目 ９月３日（水） 

２回目 ９月 10 日（水） 

時間 両日とも午前 10 時～11 時 30 分 

会場 みしま会館 

講師 平澤文子さん 

  （長岡市まちの先生） 

定員 15 人（先着順） 

参加費 無料 

持ち物 マットまたはバスタオル・飲み物 

その他 動きやすい服装でお越しください。 

申込み・問合せ 

 三島公民館 

 ☎42-2222 ○Ｆ 42-2248（みしま会館内） 

 

 

 三島地域青少年育成会議では、青少年の健全

育成を目的として、小中学校の夏休み期間中に、

地域内の夜間巡回指導を行います。 

 住民の皆さんも普段から見守りをしていただ

くなど、次代を担う青少年の健やかな成長のた

めに地域を挙げて取り組みましょう。 

問合せ 三島地域青少年育成会議（教育委員会

三島分室）☎42-2221（内線 332） 

 

 

 

 

 

伝統文化こども教室 三島地域体育祭の開催案内 
「和紙を体験しようよ」の開催案内 

 和紙を使った体験講座を開催します。和紙を

すいて、簡単な作品を手作りしてみませんか。 

期日 ８月 22 日（金） 

時間 午前９時 30 分～11 時 30 分 

会場 みしま会館 

内容 紙すきとペーパーウェイト作り 

講師 今井ちひろさん（小国和紙生産組合） 

対象 小学生（低学年は保護者同伴可） 

定員 40 人（先着順） 

参加費 500 円（材料費） 

申込期限 ８月８日（金） 

その他 当日、うちわのキットセット（700 円）

を購入することもできます。 

申込み・問合せ 

 和紙の会（教育委員会三島分室） 

 ☎42-2222 ○Ｆ 42-2248（みしま会館内） 

 

 

 
三島地域混合バレーボール大会を開催

 ７月 13 日（日）、恒例の三島地域混合バレー

ボール大会が 23 チームの参加により開催されま

した。各チームとも得点のたびに歓喜の声が上

がり、会場は熱気と興奮でヒートアップ！選

手・応援者が一丸となって大会を盛り上げ、成

功裏に終了しました。この住民パワーで、トキ

めき新潟国体も盛り上げていきましょう。 

順 位 チーム名 

優 勝 上岩井Ｂ 

準優勝 上岩井Ａ 

第３位 瓜 生 Ａ 

夏休み期間中の夜間巡回指導の実施 

 

 

 

 

 

 

問合せ 教育委員会三島分室 

    ☎42-2221（内線 334） 

三島支所からのお知らせ  ３ 
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大杉公園と大杉会館の利用方法が変わりました 

 大杉公園と大杉会館の施設を利用する際の申請、問合せ等は、直接、大杉会館へ連絡してください。

三島支所建設課では受付できません。 

申込みが必要な施設 サブホール（畳敷き）・調理室・シャワー室・ 

          野外炉（バーベキュー広場）・キャンプ敷地 

その他 大杉会館での宿泊はできません。（テント宿泊は可） 

問合せ 大杉会館☎42-3478（火曜日は休館です。） 

くらしのカレンダー（８月） 
 

１ 金  

２ 土  

３ 日 
・三島まつり協賛野球大会「開会式・予選」
 （７：30 三島野球場ほか） 

４ 月  

５ 火 ･行政相談（９：00 みしま交流センター） 

６ 水  広島平和記念日 

７ 木 

 立秋 
･特定健診、後期高齢者健診 
 （13：30 みしま会館） 
･結核、肺がん検診（13：30 みしま会館） 

８ 金 

・赤ちゃん相談 
 （９：00 三島保健センター） 
 ※対象＝H20 年１、２月生まれ 
・みしまジュニアリーダー研修会（～10 日） 
 （国立妙高青少年自然の家） 
・米百俵号巡回（９：30 みしま北保育園） 
・米百俵号巡回（10：30 みしま南保育園） 

９ 土  長崎原爆の日 

10 日  

11 月  

12 火  

13 水  

14 木  

15 金 

 終戦記念日 
 月遅れ盆 
・三島まつり前夜祭 
 （15：00 長岡市みしま体育館） 
・三島まつり協賛野球大会「準決勝・決勝」
 （８：00 三島野球場ほか） 
・三島地域成人式 
 （13：30 みしま交流センター） 

16 土
・三島まつり 
 （10：00 長岡市みしま体育館） 

17 日
・三島まつり会場清掃 
 （６：00 長岡市みしま体育館） 

18 月  

19 火 ・米百俵号巡回（10：40 三島体育センター）

20 水  

21 木  

22 金
・伝統文化こども教室「和紙を体験しようよ」
 （９：30 みしま会館） 

23 土  処暑 

24 日  

25 月  

26 火  

27 水
･１歳６か月児健診 
 （13：00 三島保健センター） 
 ※対象＝H18 年 12 月、H19 年 1 月生まれ

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

29 金  

30 土  

31 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,197 世帯 7,411 人 3,558 人 3,853 人 

 （-3） （-10） （-6） （-4） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （７月１日現在） 

 


