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2009.5 三島支所からのお知らせ  １ 

 

まちのＮＥＷＳ 
 

 

 

新緑のマラソンロードをみんなで清掃 

毎年恒例となった、みしま観光推進協議会主催による西山連峰登

山マラソンコースのクリーン作戦。さわやかな五月晴れのもと、三

島中学校の生徒や地域のみなさん 150 人が参加し、汗を流しました。 

昼食では、食生活改善推進委員（食推）のみなさんが作ったおに

ぎりと豚汁を参加者全員でおいしくいただきました。（５月９日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染の予防のために、一人ひとりが次のことに注意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型インフルエンザから身を守るために 

■手洗い・うがいを徹底する 

外出から帰ったら必ず手洗

い・うがいをしましょう。 

■マスクの着用 

熱やせき、くしゃみなどの症

状があるときは、マスクを正

しくつけましょう。 
■せきエチケット 

せき、くしゃみの際は、ティッ

シュなどで口と鼻を押さえ、他

の人から顔をそむけ、１メート

ル以上離れましょう。 
新型インフルエンザに関するご相談は 

新型インフルエンザコールセンター 

☎32-5000（健康センター）※24 時間対応 

▲開会式で市長が激励に 

 
▲大人も子どもも中学校も協力し

て清掃 

▲地域の農家の方と食推の会長が

食の安全と大切さについて講演 

 
▲参加者のおにぎりを一つひと

つ心をこめて 
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地域委員会は市の附属機関で、行政と住民が一体となって地域の

個性を生かしたまちづくりを進めていくために設置されています。

市長は委員会の提案を尊重した地域の行政運営を行います。４月１

日に委嘱された地域委員の皆さんを紹介します（順不同：敬称略）。

なお、４月 27 日に今年度初めての地域委員会が開催され、委員長

に片野健一委員、副委員長に原和夫委員が選出されました。 

※任期：平成 21 年４月１日～平成 23 年３月 31 日  

片野健一委員長 
（学識経験者） 

原和夫副委員長
（地域代表） 

 

岩内衛委員 
（地域代表） 

 

青栁栄委員 
（地域代表） 

小林裕委員 
（地域代表） 

牧野明雄委員 
（地域代表） 

 

倉重惠子委員 
（地域代表） 

小川力委員 
（地域代表） 

 

原田久義委員 
（学識経験者） 

 

北原朋子委員 
（学識経験者） 

小方照代委員 
（学識経験者） 

片桐護委員 
（学識経験者） 

 

永島圭子委員 
（学識経験者） 

山田一男委員 
(学識経験者･公募)

 

 

 

日時 ５月 28 日（木）午前９時 30 分～ 

場所 三島支所大会議室 

議題 地域コミュニティ事業補助金について 

地域委員会分科会の設置について ほか 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係 

☎42-2242 

 

 

 

消防法の改正により、平成 23 年５月 31 日まで

にすべての住宅への火災警報器の設置が義務付け

られています。火災警報器は消防用設備業者やホ

ームセンターなどで取り扱っています。 

市や消防署では販売のあっせんはしていません。

悪質な訪問販売に注意してください。 

問合せ 与板消防署予防係☎72-2572 

 

住民基本台帳カード（住基カード）を２年間に

限り無料で交付します。写真付き住基カードは、

公的な身分証明書となり、有効期間は 10 年です。

この機会にぜひ作成ください。 

無料での発行期間 

平成 21 年４月１日～平成 23 年３月 31 日 

申込み 下記にお問い合わせください。 

発行窓口・問合せ 市民生活課市民係☎42-2246

住基カードを無料で作成できます 

付いていますか？住宅用火災警報器 第２回地域委員会を傍聴しませんか

三島地域委員を紹介します 
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 小方保さんに、４月

29 日付けで旭日双光章

が授与されました。 

小方さんは、昭和 38

年９月から合併する平

成 17 年３月 31 日まで

の通算８期の永きにわ

たり、三島町議会議員

として活動。生活基盤

の整備、教育文化、ス

ポーツ、福祉の向上、 

産業の振興への功績が認められ、受章されました。 

 

 

 

■ペン習字 ～自分の文字再発見しませんか？～ 

日時 ６月３日・10 日・17 日（水） 

午前 10 時から 11 時 30 分 ※全３回 

会場 みしま会館 

講師 櫻川さゆりさん（まちの先生） 

参加料 無料 

持ち物 ボールペン、万年筆、鉛筆など自分が書

きやすいもの 

定員 20 人（先着順） 

■ふるさとセミナーin 上越市 ～鮫ケ尾城、春日山

城、御館など上杉家縁の地を探訪しましょう～ 

日時 ６月 26 日（金）午前８時 20 分集合 

集合場所 みしま会館前駐車場 

講師 文書資料室 田中洋史主事 

参加料 2,500 円（昼食代、入館料など） 

締切 ６月５日（金曜日） 

定員 25 人（先着順） 

※その他詳細はお問合せください。 

ふるさとセミナー各講座の申込み・問合せ 

みしま会館☎42-2222 FAX42-2248 

 

 

 

振り込め詐欺グループが「定額 

給付金をその日のうちに受け取れ 

る」などと言って、ＡＴＭ（銀行 

やコンビニなどの現金自動預払機） 

を操作させようとする場合があります。 

市の職員がＡＴＭの操作や手数料の振り込みな

どをお願いすることはありません。不審な電話や

郵便物が来た場合には、警察に連絡してください。 

問合せ 与板警察署☎72-0110 

 

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。 

日時 ５月 28 日（木） 

午後１時 30 分～午後３時 30 分 

会場 三島保健センター 

持ち物 健康手帳（持っている人のみ） 

申し込み ５月 25 日（月）までに電話でどうぞ。 

問合せ 市民生活課保健係☎42-2246 

 

計量法により、取引や証明に使用するはかりや

分銅、おもりは、２年に１回の定期検査を受けな

ければなりません。定期検査を受けないはかりを、

こうした用途に使用することはできません。 

今年度、事業者を対象とした定期検査を下記の

とおり実施します。取引や証明に使用するはかり

をお持ちの方は、詳しいご案内を差し上げますの

で産業課までお問い合わせください。 

検査日時 ６月 19 日（金） 

・午前 10 時～正午 

・午後１時～３時 30 分 

会場 みしま交流センター 

手数料 はかりの種類によって異なります。詳し

くはお問い合わせください。 

問合せ 産業課商工観光係☎42-2249 

 
 

大凧合戦の醍醐味を大勢の方から味わっていただくため、市民観覧席（桟敷席）を設置します。な

お、駐車場は、中之島支所、中之島公民館及び中之島文化センターをご利用ください。 

開催期間 ６月６日（土）～８日（月） 

観覧席の場所 刈谷田川猫興野橋上流左岸堤防  席料 無料（全席自由） 

問合せ 中之島地域ふるさと創生事業実行委員会（中之島支所地域振興課内）☎61－2010

中之島・今町大凧合戦にご来場ください 

はかりの定期検査を実施します 

定額給付金の給付を装った振り込め詐欺に注意！

あなたの健康相談室 

ふるさとセミナー(６月)の講座案内 

春の叙勲 小方保さんに旭日双光章 
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くらしのカレンダー（６月） 

 

１ 月  

２ 火 
・行政相談 
（9:00～12:00 みしま交流センター） 

３ 水 

・ふるさとセミナー「ペン習字」 
（10:00 みしま会館） 

・１歳６か月健診 
（13:00 三島保健センター） 
※対象＝Ｈ１９年１０、１１月生まれ 

４ 木 歯の衛生週間 

５ 金 

芒種 
世界環境デー 
・子宮がん、乳がん検診 

（9:00／13:00 三島保健センター）  

６ 土  

７ 日  

８ 月  

９ 火  

10 水 

時の記念日 
・胃がん、大腸がん検診 
（8:00 三島保健センター） 

・ふるさとセミナー「ペン習字」 
（10:00 みしま会館） 

11 木 
入梅 
・胃がん、大腸がん検診 
（8:00 みしま交流センター) 

12 金  

13 土  

14 日  

15 月  

16 火  

17 水

・子宮がん、乳がん検診 
（9:00 みしま交流センター） 

・ふるさとセミナー「ペン習字」 
（10:00 みしま会館） 

18 木  

19 金
・赤ちゃん相談 
（9:00 三島保健センター） 
※対象＝H２０年１１、１２月生まれ 

20 土  

21 日
夏至 
父の日 
・三島地域防災訓練（午前） 

22 月  

23 火 沖縄慰霊の日 

24 水
・あなたの健康相談室 
（13:30 三島保健センター） 

25 木
・骨粗しょう症予防検診 
（9:00 三島保健センター） 

26 金
・ふるさとセミナーin 上越市 
（8:20 みしま会館集合） 

27 土  

28 日
貿易記念日 
・みしまコミュニティセンターまつり 
（10:00 みしまコミュニティセンター） 

29 月  

30 火  

 

 

 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,225 世帯 7,389 人 3,546 人 3,843 人 

 （+4） （+8） （+1） （+7） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （５月１日現在） 

春季消防演習・ポンプ操法大会を実施 

 長岡市消防団三島方面隊が春季消防演習とポンプ操法大会を行います。 

日夜、地域防災のため活動している消防団員が、ポンプ操法などの訓練の成果を披露。 

どうぞ見学にお越しください。 

日時 ５月 24 日（日）午前９時 40 分～午後０時 50 分  会場 三島支所駐車場 

問合せ 与板消防署警備係☎72-2572 


