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2008.10 三島支所からのお知らせ  １ 

笑顔でＧｏ！Ｇｏ！ 三島地域体育祭 
 

 恒例の三島地域体育祭が、９月 28 日、日曜日に開催されました。出場者は約 1,500 人！チー

ム一丸となって競技に臨み、笑顔あふれる一日となりました。出場者のみなさん、後日の筋肉痛

は大丈夫でしたか？本当にお疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 36 回みしま産業まつりを開催 
 盛り沢山のイベントを開催します。皆さんのご来場をお待ちしています。

日 時 11 月３日（月・祝日）午前９時～午後３時 

会 場 みしま会館・三島支所駐車場 

問合せ みしま産業まつり実行委員会事務局（産業課商工観光係） 

     ☎42-2221（内線 225）／FAX42-2154 

ウルトラマン
ガイアもやっ
てくるよ！ 

みしままるご
と元気なべ 

高 所 作 業 車
の試乗体験 

世界チャンピオンがやってくる！ 
チェンソーアート・カービングショー

三島産秋野
菜の即売会 



 

 

 

 
 
 県内各地に点在する山城などにおいて、震災復

興・観光振興を祈念するのろし上げイベントを開

催します。三島地域では、三島古城群の中で最大

の山城とされる 中 条 城
ちゅうじょうじょう

中ノ丸跡地で行います。

会場までの地図は産業課（当日は警備室）にあり

ます。詩吟や剣舞も披露されますので、見学にお

越しください。 

 午前 11 時 30 分頃、気比宮・宮沢の山中から上

がるのろしをご覧いただけます。（強風時は中止） 

日時 10 月 25 日（土）午前 10 時から正午まで 

会場 長岡市宮沢地内 

内容 走友会による灯火リレー、詩吟・剣舞披露、

のろし上げ 

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）／FAX42-2154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三島上条地内にある史跡「猿塚」「経塚」。ここ

に続く古道の整備を行います。作業を手伝ってい

ただける方を募集していますので、協力いただけ

る方は集合場所にお集まりください。 

 なお、草刈りはしないけれども、史跡や古道を

見てみたいという方も大歓迎！お気軽にご参加く

ださい。 

日時 10 月 19 日（日）午前９時 30 分集合 

集合場所 三島上条公民館 

作業内容 古道の経路確認、草刈り等 

持ち物 草刈りのできる道具（かま、草刈り機等） 

問合せ 三島上条町内会 区長 田中猛さん 

    ☎42-2075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IC カード運転免許証の導入について 

 新潟県警察では、平成 21 年１月４日から、運転免許証を IC カード化します。 

○IC カードとは、IC チップという記録媒体が取り付けられたカードのことです。 

○本籍がICチップにのみ記録されるため、プライバシーが保護されます。また、偽造・変

造免許証の作成が極めて困難で、不正使用を防止できます。 

○免許証表面の記載内容もICチップに記録されます。ただし、住所は当分の間記録されま

せん。ICチップ読み取りには、暗証番号（数字４桁のもの２組）が必要となります。 

○手数料は、免許証に IC チップを取り付けるため、従来の手数料に 450 円加算した額と

なります。 

問合せ 与板警察署交通課☎72-0110／FAX72-3451 

まちのＮＥＷＳ 出張編 

厚生会館前で大にぎわい！ 
 厚生会館前広場に地域のお宝が大集結！越後長

岡・暮らし文化の祭典が開催されました。三島から

は神楽舞や三島音

頭の披露、丸太早

切イベントのほか

、特産品の味噌、

のこぎりなどが販

売されました。和

創良酒の会による

きねつきもちの無

料配布には大行列

が！（９月 20 日）

丸太早切大会 in 向陵高校 
 長岡向陵高校の文化祭で丸太早切大会を開催

しました。参加した生徒たちは仲間の声援を受

け、青春の汗を流して友情を深めました。（９月

６日） 

にいがた狼煙（のろし）プロジェクト 
「みしま中条城のろし上げ」を開催 

10 月は、全国一斉に飲酒運転根絶キャンペーンを展開中です。
     問合せ 与板警察署交通課☎72-0110／FAX72-3451 

三島上条町内会が主催 
史跡に続く古道の整備お手伝いを募集中 



 

 

 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 

 
 

 

 地区対抗でチームワークや健脚を競います。

地域をあげて選手の皆さんに声援を送り、大会

を盛り上げましょう。 

期日 11 月３日（月・祝日） 

時間 午前９時スタート／みしま会館前 

       ゴール ／三島体育センター 

コース 三島地域内一周（合計 27.2km） 

   ★：小学生区間 ◎：30 歳以上区間 

第１区 上岩井・みしま会館前 

   ↓ 2.5km 

第２区 三島新保・観音堂前 

   ↓ 3.1km 

第３区 藤川・平原様宅車庫前 

◎   ↓ 1.9km 

第４区 気比宮・旧森林組合前 

   ↓ 3.4km 

第５区 蓮花寺・公会堂橋手前 

   ↓ 2.1km 

第６区 三島上条・田中様宅前 

★   ↓ 1.6km 

第７区 逆谷・集落センター前 

★   ↓ 1.6km 

第８区 三島上条・田中様宅前 

   ↓ 2.5km 

第９区 脇野町・ヤマカ時計店前 

◎   ↓ 2.2km 

第 10 区 七日市・吉原様宅前 

   ↓ 3.1km 

第 11 区 鳥越・JA 日吉サービスセンター前

   ↓ 3.2km 

ゴール 吉崎・三島体育センター 

問合せ 教育委員会三島分室 

    ☎42-2221（内線 334）／FAX42-3534 

 

 

 

 

 

 

 

≪書道講座「年賀状を毛筆で」≫ 

 年に一度きり、せっかくの年賀状。かっこよ

く毛筆で書いてみませんか？ 

日時 【昼の部】 各日とも金曜日 

    11 月７日・14 日・21 日・28 日 

    午前 10 時～正午 

   【夜の部】 各日とも水曜日 

    11 月５日・12 日・19 日・26 日 

    午後７時～９時 

会場 みしま会館 

講師 櫻川さゆりさん 

   （まちの先生） 

定員 15 人（先着順） 

持ち物 習字道具 

    紙・はがき代として 500 円 

申込期限 10 月 27 日（月） 

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 

 Ａ型自分の説明書 Jamais Jamais 

 AB 型自分の説明書 Jamais Jamais 

 Ｂ型自分の説明書 Jamais Jamais 

 命の一句 
 石 寒太／著 

 江成常夫／写真 

 のぼうの城  和田 竜 

問合せ 三島体育センター（担当：三島公民館） 

    ☎42-2756／FAX42-2053 

 

 

 

 

 

 

 

■三島地域開催競技 

少年女子バレーボール 

■月日 10 月２日～５日 

■会場 みしま体育館 

第 37 回三島地域駅伝大会の開催案内    ふるさとセミナー11 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 

2008.10 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/ 

 

４  三島支所からのお知らせ 2008.10 

秋の火災予防運動 11 月９日（日）～15 日（土） 『火のしまつ 君がしなくて 誰がする』

 これから暖房器具を使う季節になります。火の取り扱いには十分注意し、火事を出さな

いようにしましょう。           問合せ 与板消防署☎72-2572／FAX72-4569

 

 

 

 

 

 

 

 困りごとはありませんか？ 

 住民の皆さんの身近な相談相手として、総務大臣から委嘱された「行政相談委員」が行政等に関する

困りごとの相談に応じています。お気軽にご相談ください。 

日時 毎月第１火曜日 午前９時～正午  会場 三島交流センター 

委員 北原 功さん  相談料 無料 

内容 行政機関や公社などの特殊法人が行っている仕事に対する 

意見や苦情、要望をお聴きし、解決のお手伝いをします。 

問合せ 保健福祉課福祉係☎42-2221（内線 231）／FAX42-2154 

くらしのカレンダー（１１月） 

１ 土  

２ 日  

３ 月 

 文化の日 
・みしま産業まつり 
 （９：00～15：00 みしま会館・三島支所駐車場）
・三島地域駅伝大会 
 （９：00 みしま会館前スタート） 

４ 火 
・行政相談 
 （９：00～12：00 みしま交流センター） 

５ 水 
・ふるさとセミナー「書道講座“年賀状を毛
筆で”夜の部①」（19：00 みしま会館） 

６ 木  

７ 金 
 立冬 
・ふるさとセミナー「書道講座“年賀状を毛
筆で”昼の部①」（10：00 みしま会館） 

８ 土  

９ 日 ・秋の火災予防運動（15 日まで） 

10 月  

11 火 

・ポリオ予防接種 
 （13：45 三島保健センター） 
 ※１回目対象＝Ｈ20 年３、４月生まれ 
 ※２回目対象＝Ｈ20 年１、２月生まれ 

12 水 
・ふるさとセミナー「書道講座“年賀状を毛
筆で”夜の部②」（19：00 みしま会館） 

13 木  

14 金 
・ふるさとセミナー「書道講座“年賀状を毛
筆で”昼の部②」（10：00 みしま会館） 

15 土  七五三 

16 日  

17 月  

18 火  

19 水
・ふるさとセミナー「書道講座“年賀状を毛
筆で”夜の部③」（19：00 みしま会館） 

20 木  

21 金
・ふるさとセミナー「書道講座“年賀状を毛
筆で”昼の部③」（10：00 みしま会館） 

22 土  小雪 

23 日  勤労感謝の日 

24 月  振替休日 

25 火  

26 水
・ふるさとセミナー「書道講座“年賀状を毛
筆で”夜の部④」（19：00 みしま会館） 

27 木

・３歳児健診（13：00 三島保健センター） 
 ※対象＝Ｈ17 年６、７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） 

28 金
・ふるさとセミナー「書道講座“年賀状を毛
筆で”昼の部④」（10：00 みしま会館） 

29 土  

30 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,205 世帯 7,412 人 3,559 人 3,853 人 

 （-4） （-5） （-2） （-3） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （１０月１日現在） 

 


