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日時 ９月 20 日（土）／三島・山古志・和島地域 

   ９月 21 日（日）／小国・寺泊・与板地域 

   ９月 23 日（火・祝日）／中之島・越路・栃尾・長岡地域 

   いずれも午前 10 時～午後３時 雨天決行 

会場 長岡市厚生会館前広場 

内容 特産品の試食・販売、賞品プレゼント、体験コーナー、 

芸能発表など、各地域の“宝物”が盛りだくさん！ 

三島地域からは、蓮花寺神楽舞
か ぐ ら ま い

保存会の舞をはじめ、みし

ま文化協会の三島音頭、三島甚句などを披露。丸太早切り

イベントや三島のうんめもんなど、名産・特産品を販売。

問合せ 地域振興課地域振興・防災係☎42-2221（内線 322） 

    又は産業課商工観光係☎42-2221（内線 223） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越後長岡・暮らし文化の祭典 
楽しい！おいしい！誇らしい！ふるさとのお宝 再発見！！ 

この機会に市内各地域の伝統芸能、特産品をまるごと満喫してください。 

上岩井で環境保全活動 

 上岩井町内会が環境保全活動として、町内の

草刈りやごみ拾い、カーブミラーの清掃などを

行いました。当日は猛暑でしたが、町内の全世

帯からおよそ 250 人が参加。住みよい地域をつ

くるため、汗だくになりながら作業をしました。

（７月 27 日） 

 

              ◀洗剤をつけて、

ひとつずつ丁寧

にブラシで磨き

ました。 

  直江兼続公ゆかりの品 

 直江兼続公が奉納したと伝えられる木像が、逆谷の

日吉神社で見つかりました。発見したのは、この神社

の宮司を兼ねる、燕市、戸隠神社の星野宮司。逆谷町

内会では、この木像を世間に発表するため、住民説明

会を開催したり、維持管理等について市と打ち合わせ

を行ったりしていま

す。 

 

                ◀発見された「天神

木像」。逆谷のセン

ターで住民説明会

を開催し、お披露

目しました。 

（７月５日） 

大 発 見 ！
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 総務省統計局（新潟県・長岡市）では、10 月１

日を基準とし、住宅・土地統計調査を実施します。 

 調査の対象は、人が居住している建物及びその

世帯で、三島地域ではおよそ 100 の建物・世帯が

対象となる予定です。 

 この調査では、住宅の構造や設備、世帯の構成

等について調べ、結果は私たちの暮らしと住まい

に関する計画や施策の基礎資料として幅広く利用

されます。 

 ９月下旬頃、対象となる世帯に統計調査員が伺

いますので、ご協力をお願いします。 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係 

    ☎42-2221（内線 324） 

 

 

 下記のとおり第２回三島地域委員会を開催しま

す。お気軽に傍聴にお越しください。 

日時 ８月 19 日（火）午後７時～ 

会場 三島支所 ３階大会議室 

議題 三島地域委員会分科会の設置について 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係 

    ☎42-2221（内線 322） 

 

 

 

 

対象者 交通災害共済の加入者で、道路などでの

車両による人身事故にあった人（自転車

での転倒事故も対象となります。） 

請求期間 交通事故にあった日から１年以内 

請求方法 請求書類に必要事項を記入して、地域

振興課へ提出してください。 

     ※請求書類は地域振興課にあります。 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係 

    ☎42-2221（内線 325） 

 

 

 三島地域の人権擁護委員と法務局職員が相

談を受けます。一人で悩まず、お気軽にご相

談ください。 

日時 ９月 11 日（木）午前 10 時～午後３時 

会場 みしま会館 

内容 隣近所や親族間のもめごと、名誉や信用の

侵害、いじめ、多重債務、相続に関するこ

と、土地問題等で困っていることについて

の個別相談。（秘密を厳守します。） 

相談料 無料 

申込み 不要（直接会場にお越しください。） 

問合せ 地域振興課総務係☎42-2221（内線 312） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特設人権相談所を開設

第２回三島地域委員会を傍聴しませんか 

交通災害共済見舞金の請求漏れはありませんか？

三島地域防災訓練を実施します 
 日時／10 月５日（日）午前中  

 

 今後、自主防災会と打ち合わせをして、訓練内容を決定します。 

 災害時に備えて、日ごろから「自分の地域は自分で守る！」という心構えが大切

です。隣近所、顔の見えるつながりによる地域防災力の向上のため、多くの皆さん

からの参加をお願いします。 

 

 問合せ 地域振興課地域振興・防災係 

     ☎42-2221（内線 325） 

 



今月の「教育委員会三島分室からのお知らせ」は、別刷りとなっています。
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子どもたちの未来のために 都市計画についての意見交換会を開催 

 市では、10 年、20 年後の長岡市の設計図となる「都市計画マスタープラン」を作成していま

す。このプランは、今の子どもたちが大人になったときの地域の土地利用の方針や、道路、公

園等の整備方針を決める大切な計画です。みなさんが普段の生活の中で感じていること、「三島

をこんなまちにしたい！」という想
おも

いなど、率直な意見を聞かせてください。 

 日時 ８月 22 日（金）午後７時～９時 

 会場 みしま会館 １階研修室 

 内容 まちづくりに関する身近な問題点や地域の活性化等に 

ついての意見交換 

 参加料 無料 

 申込み 不要（直接会場にお越しください。） 

 問合せ 都市計画課☎39-2225（内線 109） 

 ※詳しくは市政だより８月号の６ページをご覧ください。 

長岡市美術展覧会（市展）の出品作品を募集します 

 下記のとおり作品を募集します。うまい、下手に関わらず、皆さんの力作を出品してみませんか。

出品部門 日本画・洋画・彫刻・工芸・書道・写真 

応募基準 創作作品で未発表のもの  応募資格 中学生以上 

出品受付 10 月 27 日（月）午後２時から午後７時の間に、厚生会館２階ロビー（写真部門は１階第

１小ホール）へ関係書類と作品を持参してください。 

     ※出品申込書等の関係書類は９月初旬に教育委員会三島分室に配置します。 

出品手数料 一般：一点あたり 1,500 円（一点増すごとに 1,000 円） 

      中・高校生：一点あたり 500 円（一点増すごとに 500 円） 

展覧会期 11 月１日（土）～５日（水） 

     午前９時～午後６時（５日は午後３時まで） 

会場 厚生会館大ホール・第１小ホール 

問合せ 生涯学習文化課☎32-0437（内線 430） 

 

 中之島ならではの魅力を体験してみませんか。 

日時 ９月 27 日（土）午前 10 時～午後２時（集合は午前９時 30 分） 

集合場所 にいがた南蒲農協上通支店大口れんこん集出荷場（ＪＲ押切駅隣） 

     長岡市押切新田１－８ ☎24-6872 

内容 大口れんこんの収穫体験・料理教室、採れたての大口れんこんを使用した昼食ほか 

服装 汚れてもよい服装又は着替え（雨天時は雨具も） 

参加料 高校生以上 3,000 円 小・中学生 2,000 円  定員 25 人（応募多数の場合は抽選） 

申込み 往復はがきに、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入し、９月 12 日（金）

必着で下記問合せ先まで。 

問合せ 〒954-0192長岡市中之島788 中之島支所地域振興課地域振興・防災係☎61-2010（内線 213）

大口れんこん収穫体験ツアー ～掘って 食べて 新発見！～ 

お土産も

あるよ！



 

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（９月） 
１ 月  防災の日 

２ 火 ・行政相談（９：00 みしま交流センター） 

３ 水 
・ふるさとセミナー「ヨガ体験教室①」 
 （10：00 みしま会館） 

４ 木 
・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） 

５ 金  

６ 土  

７ 日  白露 

８ 月  

９ 火  救急の日 

10 水 

・ポリオ予防接種 
 （13：45 三島保健センター） 
 ※１回目対象＝H20 年１、２月生まれ 
 ※２回目対象＝H19 年 11、12 月生まれ 
・ふるさとセミナー「ヨガ体験教室②」 
 （10：00 みしま会館） 

11 木 
・特設人権相談 
 （10：00～15：00 みしま会館） 

12 金 
・ふるさとセミナー「三島の地層について知 
ろう！①」（10：00 みしま会館） 

・米百俵号巡回（10：40 三島体育センター）

13 土 
・三島地域敬老会 
 (11：00 三島体育センター) 

14 日  十五夜 

15 月  敬老の日 

16 火  

17 水  

18 木  

19 金  

20 土 

 彼岸入り 
 動物愛護週間 
・越後長岡・暮らし文化の祭典【三島・山古
志・和島地域】 

 （10：10～15：00 長岡市厚生会館前広場）

21 日

 秋の全国交通安全運動 
・子どもの人権相談 
 （10：00～15：00 ながおか市民センター） 
・越後長岡・暮らし文化の祭典【小国・寺泊
・与板地域】 

 （10：10～15：00 長岡市厚生会館前広場）

22 月  

23 火

 秋分の日 
・越後長岡・暮らし文化の祭典【中之島・越
路・栃尾・長岡地域】 

 （10：10～15：00 長岡市厚生会館前広場）

24 水

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

25 木
・３歳児健診（13：00 三島保健センター） 
 ※対象＝H17 年４、５月生まれ 

26 金
・ふるさとセミナー「三島の地層について知 
ろう！②」（13：00 みしま会館） 

27 土

・’08 みしま交通安全大会 
 （13：30 三島体育センター） 
・みしま南保育園運動会 
・みしま北保育園運動会 
・みしま中央保育園運動会 

－‘08 みしま交通安全大会を開催 － 

 皆さんお誘い合わせてお越しください。 

  日時 ９月 27 日（土）午後１時 30 分～  会場 三島体育センター 

  内容 優秀（良）運転者表彰、交通安全講話、 

     新潟県警音楽隊の演奏、三島中学校吹奏楽部の演奏 

     脇野町小学校児童のよさこい踊り ほか 

  問合せ 三島交通安全協会事務局（地域振興課地域振興・防災係）☎42-2221（内線 325） 

･･･ 

28 日
・三島地域体育祭 
 （８：30 脇野町小学校グラウンド） 

29 月  

30 火  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,203 世帯 7,419 人 3,563 人 3,856 人 

 （+3） （-2） （-1） （-1） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （８月１日現在） 


