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2008.9 三島支所からのお知らせ  １ 

 

 

 

雨にも負けず！ 熱気に包まれた三島まつり 

 来場者数 23,000 人！時折、雨の振る中でのまつりでしたが、会場の熱気に雨雲は吹き飛ばさ

れ、全てのイベントを無事、終了することができました。三島の力を存分に発揮したこのまつりの

ように、一年中、三島地域で盛り上がっていきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▴大勢の皆さんからのご協力ありがとう
 ございました／竹灯ろうライトアップ 

▴きっもちい～！／はしご車乗車

▾“花実”さん 

▴“ひなた”の二人

◂大盛り上がりのライブ／音楽の夕べ▾

▾みしま中央保育園の和太鼓演奏／音楽の夕べ

▴気分は警察官♪ 
   ／白バイ展示

   ／向陵高校ダンス部 
▴愛と元気のステージショー

▴15 年ぶりの復活！／盆踊り大会（主催：上岩井町内会）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  三島支所からのお知らせ 2008.9 

まちのＮＥＷＳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

み ん なの
お か げで
大成功！ 

▴せぃやっ！せぃやっ！
      ／みこし渡御

▴引いて！押して！やっぱ三島はこれ！／第 17 回全日本丸太早切選手権大会

▴直江兼続奉納の天神木像を展示 ▴参加団体で総踊り／よさこいフェスティバル

 

 

 

 
『マリと子犬の物語』を上映 久しぶりの再開に笑顔 

 昭和 62 年４月２日から昭和 63 年４月１日生ま

れの 98 人が成人式に参加しました。久しぶりの仲

間との再会に話も盛り上がり、笑顔あふれる式場。

中学時代と大きく変わった姿にビックリする光景

も見られました。当時の担当教諭も出席し、生徒

たちの成長した姿に嬉しそうでした。 

 式典では、代表者が成人の抱負を発表し、成人

としての自覚や責務など、熱い思いを語りました。

（８月 15 日） 

 

 三島映画まつりを主催したのは上岩井町内

会。新潟県中越大震災復興基金事業を活用して

開催しました。 

 

 

 

 会場のみしま会館は、竹灯ろうによりライト

アップされ、映画上映のほか、震災復興チャリ

ティとして来場者からチャリティ募金にご協

力いただきました。集まった募金 98,202 円は

日本赤十字社を通して岩手・宮城内陸地震で被

災された方々へ送られました。（８月 14 日） 
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◆安心ガスライフ２１運動を実施中（９月１日～１１月３０日） 
 三島ガス営業所では、ガスを安全に利用するための周知活動や、都市ガス警報器の取
 付け（有料）等を行っています。 問合せ 三島ガス営業所☎42-2671／FAX42-2102 

 
 

 基準に合った焼却炉を使用せず、 

野外でごみや枝葉などを焼却する 

ことは法律で禁止されています。 

ごみの種類 処理方法 

枝葉／草 

たい肥にするか、資源ごみとし

てごみステーションへ出してく

ださい。（無料） 

紙くず／ 

プラスチック

容器包装材 

資源ごみとしてごみステーショ

ンへ出してください。（無料） 

木くず 

市指定袋に入れて「燃やすごみ」

か、市指定袋に入らないものは

「粗大ごみ」に出してください。

事業所のごみ 
原則、許可業者に処分を依頼し

てください。 

その他のごみ 

「ごみと資源物の分け方と出し

方」の冊子に記載されている方

法で処理してください。 

問合せ 市民生活課環境係 

    ☎42-2221（内線 242）／FAX42-2154 

 
 

 保健師が、健診結果や生活習慣病予防、こころ、

子育てなどの健康に関する相談に応じます。 

日時 10 月 23 日（木） 

   午後１時 30 分～３時 30 分 

会場 三島保健センター 

内容 健診の結果や、生活習慣病を予 

防・改善する食事などの相談 

定員 ４人（先着） 

持ち物 健康手帳、健診結果（持っている人のみ） 

申込み 10 月 20 日（月）までに下記問合せ先へ

電話又は FAX でご連絡ください。 

問合せ 保健福祉課保健係 

    ☎42-2221（内線 233）／FAX42-2154 

 
 

 

日時 ９月 21 日（日）～９月 30 日（火） 

運動の重点目標 

 ○高齢者の交通事故防止 

 ○すべての座席でのシートベルトとチャイルド

シートの正しい着用の徹底 

 ○夕暮れ時と夜間の歩行中、自 

転車乗用中の交通事故防止 

 ○飲酒運転の根絶 

９月 30 日（火）は、「交通事故 

死ゼロを目指す日」です。 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係 

    ☎42-2221（内線 325）／FAX42-3534 

 

 

 

野焼き禁止！ ダメ！

秋の全国交通安全運動を実施 
～思いやる 気持ちではしる 秋の道～

あなたの健康相談室 

１０月から三島地域に「地下水の節水ルール」を適用します 

 長岡地域で適用している節水ルールを三島地域にも適用します。冬期間の過剰な地下水の

くみ上げによる地盤沈下を防ぐため、みんなで地下水を大切に使いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくは市政だより９月号 27 ページをご覧ください。 

問合せ 環境政策課☎24-0528／FAX24-6553 

①散水飛距離は、道路で 20cm 程度、駐車場などでは 25cm 程度以下に調節してください。 

②地下 20cm より深く、かつ揚水ポンプの口径が 23mm 以上の井戸を新設する場合は、市への届け

出が必要です。 

③ポンプの口径が 100mm 以上の場合は、平成 23 年９月 30 日までに「水量測定器」を設置し、「管

理責任者」を選任し、市へ届け出てください（町内会や道路消雪組合は届出不要）。 

④消雪面積が 150 ㎡以上の場合は、「降雪検知器」と「水量調節弁」の設置が必要です。降雪検

知器は、雪が止んでからポンプが停止するまでを５分以内に、雪温センサーを 0.5℃以下に設

定してください。揚水設備には、平成 23 年９月 30 日までに水量調節弁を設置してください（町

内会と道路消雪組合は、施設の改修時に設置してください。）。 
 
◆「水量測定器」と「水量調節弁」の設置費を補助します 

 ７月８日以前に揚水設備を設置した人に、水量調節弁と水量測定器の設置費を補助します。 



 

 

４  三島支所からのお知らせ 2008.9 

 三島分室からのお知らせ 問合せ ☎ 42-2221  ＦＡＸ 42-3534 
 E メール msm-kyoiku@city.nagaoka.lg.jp 

教育委員会 

 
 

 

順位 チ ー ム 名 

優 勝 インテル（地元クラブチーム） 

準優勝 Yoita Noruns ユース（学生チーム）

長岡ＭＢＣ（同好会チーム） 
第３位 

星野ＪＡＰＡＮ（同好会チーム） 

  恒例の三島まつり協賛野球大会が８月３日と

15 日に 11 チームが参加して開催されました。当

日は、あいにくの天候の中、中学生や地元・企業

などのチームが接戦を繰り広げ、白熱した展開に。

関係者の協力で成功裏に終了しました。 

問合せ 教育委員会三島分室 

    ☎42-2221（内線 334）／FAX42-3534 

 

 

 ≪住まいのプランニング≫ 

  増改築やインテリアなどについてお気軽にご

相談ください。 

 日時 １回目 10 月 ３日（金） 

    ２回目 10 月 10 日（金） 

    ３回目 10 月 17 日（金） 

    いずれも午後６時 30 分～８時 

 会場 みしま会館 

 講師 小野塚武志さん 

   （一級建築士・インテリアプランナー） 

 定員 30 人（先着順） 

 参加費 2,000 円（資料代） 

 ≪ふるさとセミナーin 南魚沼市「歴史探訪」≫ 

  直江兼続生誕の地「六日町」や「塩沢」へ、歴

史探訪の旅に出かけませんか。 

 日時 10 月 22 日（水） 

    午前９時～午後５時（予定） 

 会場 南魚沼市内 

 講師 長岡市文書資料室 

    田中嘱託員 

 定員 25 人（先着順） 

 参加費 3,000 円（昼食代、入館料等） 

 申込期限 10 月 15 日（水） 
 

 申込み・問合せ 

  みしま会館（担当：三島公民館） 

  ☎42-2222／FAX42-2248 

 

 

 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 

Ｏ型自分の説明書 Jamais Jamais

瞳（上・下）＊＊ 鈴木 聡*＊＊*

ＲＵＲＩＫＯ＊＊ 林 真理子*＊*

陰日向に咲く＊＊ 劇団ひとり＊*

問合せ 三島体育センター（担当：三島公民館） 

    ☎42-2756／FAX42-2053 

 

 

 

期日 10 月 11 日（土）～10 月 19 日（日） 

時間 午前８時 30 分～午後５時 

会場 みしま会館 ホール  入場料 無料 

内容 図画：日吉・脇野町小学校１～３年生の作

品／標語：三島中学校生徒の作品のうち、

入賞作品 

問合せ 三島地域青少年育成会議 

   （事務局：教育委員会三島分室） 

    ☎42-2221（内線 333）／FAX42-3534 

 

 

≪第 20 回芸能美術祭≫ 

日時 10 月 11 日（土）～12 日（日） 

   芸能祭：11 日午後１時～４時 

   美術祭：11 日午前９時～午後４時 

       12 日午前９時～午後３時 

会場 三島体育センター  入場料 無料 

問合せ みしま文化協会 会長 古見清次さん 

    ☎42-4326／FAX42-4326 
 
≪三島地域作品展・芸能発表会≫ 

日時 10 月 25 日（土）～26 日（日） 

   作品展：25 日午前９時～午後５時 

       26 日午前９時～正午 

   芸能発表：25 日午前９時 30 分～午後３時 

会場 三島体育センター  入場料 無料 

問合せ 長岡市老人クラブ連合会三島支部 

    （事務局：長岡市社会福祉協議会三島支所） 

    ☎42-3760／FAX42-3761 

各種催しの開催案内

三島公民館図書室から新刊入荷のお知らせ

   ふるさとセミナー１０月の講座案内 

明るい家庭の図画展・標語コンクール優秀
作品展の開催案内 

三島まつり協賛野球大会を開催 
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 みしまジュニアリーダー研修会を８月８～10

日、国立妙高青少年自然の家を会場に開催しまし

た。連日、真夏の太陽が照りつける暑さの中、参

加した小学４～６年生 64 人は、仲間と協力して元

気いっぱいに活動しました。 

 参加者の感想文から一部を紹介します。 

問合せ 教育委員会三島分室 

    ☎42-2221（内線 333）／FAX42-3534 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◂坪岳頂上で 

記念撮影。 

最高の眺め 

でした！ 

みしまジュニアリーダー研修会を開催

 １番楽しかったのは、森のビンゴです。班の

人たちと楽しくできました。いろいろな物を見
つけてビンゴになるようにがんばりました。ナ
イトウォークが１番怖かったです。とても怖く
て私は泣きました。でも５・６年生の人が優し
くしてくれたのでゴールに行けました。来年も
研修に行けたら、今度泣かないように、下の学
年に優しくしたいと思います。宿泊室には他の
人も呼んで楽しく遊びました。山を歩いてつか
れた時もあったけど、きれいな景色を見たり、
川で遊んだり、ごはんを食べたりで楽しかった
です。初めて会った人とも仲よくなれてよかっ
たです。来年も参加したいです。 

 いろいろな体験ができたし、仲間と協力する

ことを学びました。１番楽しかったのはオリエ
ンテーリングです。引率者や活動班のみんなと
協力して、ポストを見つけて楽しかったです。
でも、最後に時間が間に合わなかったので、走
りました。おしくも２文字が間違っていてくや
しかったです。１番びっくりしたのは、ナイト
ウォークの後です。妙高は星がいっぱい出ると
いうので、空を見ると流れ星が見えました。初
めて見たのでびっくりしました。研修の前は、
生活班のみんなと仲良くできるか不安でした。
でも、班のみんなが優しくしてくれたのでよか
ったです。今度、研修会に来た時は、高学年な
ので、今年の５・６年生のように優しくしてあ
げたいです。この研修会は今までで一番心に残
りました。この研修のことは忘れません。これ
は夏休みで一番楽しかったです。 

 初日に山を登りました。歩いて頂上についた

時、すごいながめで登ってよかったな～と思い
ました。次の日の昼ごはんの時、カレーを作り
ました。みんなで協力して野菜を切ったり、火
を燃やしたりしました。とてもおいしいカレー
が出来上がりました。これは班のみんなで協力
してできた、幻のカレーだと思いました。そし
て、オリエンテーリングをしました。最初にど
こから行くか決めました。みんなで協力しなが
ら字を探しました。最後には全部書けてよかっ
たです。これからもみんなと協力し友を大切に
して何事もチャレンジしようと思いました。 

 楽しかったことは、野外炊事、オリエンテー

リング、ナイトウォークです。野外炊事では、
私は調理係でした。進んで料理の野菜を洗った
り、切ったりしました。協力して、おいしい料
理を作ることができました。オリエンテーリン
グでは、地図をたよりに森の中にあるポストを
活動班みんなで探し、ポストに書いてある言葉
を調べてきました。途中で滑りそうな急な坂を
下りたり、小さな川を渡ったり、大変なことも
ありました。でも、他の班が見つけられないよ
うなポストを何個か見つけることもできたし、
無事にその言葉をつなげた「答え」を求めるこ
とができたので良かったです。ナイトウォーク
では、３番目に出発しました。周りはとても暗
いので、少し怖くなりました。苦しかったこと
もありましたが、協力して活動することができ
たので、研修会に行けてよかったです。 

 実際にやってみて一番心に残って楽しかっ 

たのはナイトウォークでした。だいぶ暗くなり
そこに驚かされると泣きそうになりますが３
回目くらいから慣れてきました。それでも驚い
てしまいます。ここらへんにいそうだなと思っ
ていてもいなかったり油断してしまいます。ま
た野外炊事は煙が目にしみてつらかったけど、
その分カレーや焼きそばがおいしくなりまし
た。スイッチをつければごはんがたけるのがと
ても便利なんだなと思いました。今度このよう
な体験学習があったらしたいです。 



 

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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１０月１９日は新潟県知事選挙の投票日です ～みんなで投票、明るい選挙～ 

 任期満了に伴う新潟県知事選挙です。 

 投票所入場券は 10 月２日（木）までにハガキで各家庭へお届けします。 

  告示日 10 月２日（木）  投票日 10 月 19 日（日） 

◆投票日に投票所へ行けない人は、期日前投票ができます 

  市内のいずれの期日前投票所でも投票ができます。 

  日 時 10 月３日（金）～10 月 18 日（土） 午前８時 30 分～午後８時 

  投票所 市役所１階市民ホール・厚生会館第１小ホール・各支所 

くらしのカレンダー（１０月） 
１ 水  

２ 木  

３ 金 

・新潟県知事選挙期日前投票 
 （18 日まで／８：00～20：00） 
・赤ちゃん相談（９：00 三島保健センター） 
 ※対象＝H20 年３、４月生まれ 
・ふるさとセミナー「住まいのプランニング①」
 （18：30 みしま会館） 
・米百俵号巡回（10：40 三島体育センター）

４ 土 
・こころの健康づくり講演会 
 （15：00～16：30 みしま会館） 

５ 日 ・三島地域防災訓練（午前中） 

６ 月  

７ 火 
・行政相談 
 （９：00～12：00 みしま交流センター） 

８ 水 
 寒露 
・こころの健康相談会 
 （13：30～15：30 三島保健センター） 

９ 木  

10 金 

・特定保健指導 
 （13：30～15：30 三島保健センター）  
・ふるさとセミナー「住まいのプランニング②」
 （18：30 みしま会館） 

11 土 
 十三夜 
・第 20 回芸能美術祭（12 日まで／三島体
育センター） 

12 日  

13 月  体育の日 

14 火  

15 水  

16 木 
・特定保健指導 
 （13：30～15：30 三島保健センター） 

17 金

・特定保健指導 
 （13：30～15：30 三島保健センター） 
・ふるさとセミナー「住まいのプランニング③」
 （18：30 みしま会館） 

18 土  

19 日 ・新潟県知事選挙投票日（７：00～20：00） 

  持ち物 投票所入場券 

  問合せ 長岡市選挙管理委員会事務局☎39-2241／FAX39-2277 

20 月  土用入り 

21 火  

22 水 ・ふるさとセミナーin 南魚沼市（南魚沼市内）

23 木

 霜降 
・献血（10：00～12：00 三島保健センター） 
・あなたの健康相談室 
 （13：30～15：30 三島保健センター） 

24 金 ・米百俵号巡回（10：40 三島体育センター）

25 土
・三島地域作品展・芸能発表会 
 （26 日まで／三島体育センター） 

26 日  

27 月  

28 火  

29 水
・１歳６か月児健診（13：00 三島保健センター） 

 ※対象＝H19 年２、３月生まれ 

30 木  

31 金  

 

 

 

 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

三島地域の世帯数と人口 （９月１日現在） 

 2,209 世帯 7,417 人 3,561 人 3,856 人 

 （+6） （-2） （-2） （±0） 

※( )内は前月比

 


