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2009.7 三島支所からのお知らせ  １ 

 

まちのＮＥＷＳ 

 

 

 

優勝目指して走った！ 三島地域体育祭（７月 12 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防団三島方面隊が春季消防演習 

消防団員によるポンプ操法、部隊訓練、放水訓

練が、三島支所駐車場で行われました。災害から

地域住民を守るとの思いと、日ごろの訓練の成果

が十分に発揮された実りある演習となりました。

（５月 24 日） 

 

 

 

 

 

 

 

“操作始め”で第１分団が大健闘 

長岡市消防団ポンプ操法競技会が防災ヘリポー

ト（堺町）で開催され、各方面隊から選抜された

17 チームが訓練の成果を披露しました。三島方面

隊からは第１分団が出場。節度ある機敏な動きで、

正確、確実、 

迅速性を競 

い合いまし 

た。 

（６月７日） 

 

 

 

▲みしま南、みしま北、みしま中央の各

保育園児によるゆうぎ 

▲かごを狙って「エイッ」 

▲必死にバトンをつないだ

男女総合リレー 

 

▲中学校部活対抗リレー。バットやラケ

ット、ボールをつなぎました 

 

▲地区のチームワークが光った大玉送

り 

 



 

２  三島支所からのお知らせ 2009.7 

８月１５・１６日は 
みんなで楽しもう！ 盛り上げよう！ 

三島まつり 

問合せ 三島まつり実行委員会事務局 

全日本丸太早切選手権大会実行委員会事務局 

みしま観光推進協議会事務局 

（いずれも産業課商工観光係） 42-2249 

 

 丸太切りスタッフになりませんか 

今年で 18 回目を迎える「全日本丸太

早切選手権大会」。今年も多くの参加者

が見込まれます。そこで、大会運営を 

補助するスタッフを募集します。スタッフにはオ

リジナルＴシャツをプレゼントします！ 

日時 ８月 16 日（日）午前７時 30 分集合 

※午後３時 30 分解散予定 

会場 三島まつり会場（みしま体育館駐車場） 

内容 受付や記録の集計、時計係など 

持ち物 軍手、タオル、帽子など 

申込み ８月４日（火）までに全日本丸太早切選

手権大会実行委員会事務局へ 

 

 
まつり会場に涼を呼ぶ 
「素麺屋」スタッフを募集 

三島の名産品と涼しさを来場者 

に届けませんか。 

日時 ８月 15 日（土）午前９時から午後９時 

８月 16 日（日）午前 10 時から午後９時 

※時間は予定。協力できる日・時間だけも可。 

会場 三島まつり会場（みしま体育館駐車場） 

内容 素麺の調理、販売 

持ち物 エプロン、三角巾（便検査は事務局で一

括して行います。） 

申込み ７月 23 日（木）までにみしま観光推進協

議会事務局へ 

 

 清掃ボランティアに参加しませんか 

三島まつり実行委員会では「みんな

で創る三島まつり」をスローガンに、

多くの方からまつりに関わりを持っ

ていただきたいと考えています。 

まつり翌日の会場清掃にもぜひご参加ください。 

日時 ８月 17 日（月）午前６時から７時 30 分 

会場 三島まつり会場（みしま体育館駐車場） 

内容 会場に落ちているごみ拾い、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 23 日（木）までに三島まつり実行委

員会事務局へ 

写真で地域の魅力を再発見 
三島まつりフォトコンテスト作品募集！ 

丸太切りや花火はもちろん、協賛野球大会など、

まつりのひとコマを写真に納めご応募ください。 

応募要件 

フィルムカメラ・デジタルカメラで撮影した

プリント写真（八切りサイズ[155 ㎜×206 ㎜]

以下、プリンターで出力する場合はフォト用紙

に最高画質で印刷したもの）で、未発表のもの。 

応募方法 

三島支所にある応募用紙に必要事項を記入し、

写真と一緒にみしま観光推進協議会事務局（産

業課商工観光係）へ郵送又はご持参ください。 

（応募用紙は同協議会ホームページ http://www. 

3shima.net/からも取得できます。） 

締切 ８月 31 日（月）必着 

賞 最優秀賞１点（賞金３万円）、優秀賞２点（賞

金１万円）、審査員長特別賞・ユーモア賞など 

発表 入賞作品は９月 10 日（木）から 11 月３日

（火・祝）まで三島支所で展示します。 

 

選 
挙 衆議院議員総選挙のお知らせ 

問合せ 地域振興課総務係   42-2242 

選挙管理委員会事務局 39-2241 

任期満了日 ９月 10 日（木） 

※公示日や投票日などの日程は、

決定次第お知らせします。 

小選挙区  

長岡市は、合併前の市町村を区域として、次

のとおり複数の選挙区に分かれます。 

衆議院小選挙区 対象旧市町村名 

新潟県第２区 

旧三島町、旧越路町 

旧小国町、旧和島村 

旧寺泊町、旧与板町 

新潟県第４区 旧中之島町、旧栃尾市 

新潟県第５区 旧長岡市、旧山古志村 

期日前投票 

これまでは、市内のいずれの期日前投票所で

も投票ができましたが、衆議院議員総選挙に限

り、ご自分の該当する小選挙区内の期日前投票

所で投票することになります。 

開票 小選挙区ごとに３箇所で即日開票します。 



 

2009.7 三島支所からのお知らせ  ３ 

健 
康 熱中症にご用心 

問合せ 市民生活課保健係 42-2246 

熱中症は、炎天下や蒸し暑いところ

で、汗をひどくかいて働いたり、風通

しの悪いところで大勢が集まってい

る時などに起こりやすくなります。予

防対策を考え快適な夏を過ごしまし

ょう。 

熱中症を防ぐポイント 

① 吸湿性・通気性のよい衣服を着ましょう。 

② のどが渇いたと感じる前に、水分を補給する

ことが大事。炎天下で運動・仕事をする時は

時間を決めて！ 

③ 炎天下では、必ず帽子をかぶりましょう。 

④ 十分な睡眠をとりましょう。 

⑤ 食事はしっかり食べましょう。 

⑥ 我慢は禁物。体調が悪い時は炎天下で運動・

仕事はしない。 

 

健 
康 あなたの健康相談室（無料） 

問合せ 市民生活課保健係 42-2246 

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 ８月 26 日（水）午後１時 30 分～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） 

申込み ８月 24 日（月）までに市民生活課保健係へ 

 

催 
し 

大人も子どもも本に親しもう！ 
緑陰図書館を開設 

問合せ 中央図書館 32-0658 

自動車文庫「米百俵号」による本の貸出・返却

などを行います。また、子どもたちの夏休みの思

い出となるよう、読み聞かせ、手品、工作などの

おたのしみ会を行います。大人向けの本も多数ご

用意しています。 

日時 ７月 29 日（水）午前 10 時～午後３時 

おたのしみ会＝午後１時 30 分～（児童対象） 

会場 鳥越集落開発センター 

■貸出カードがある方はお持ちください。（住所が

確認できるものがあればその場で発行します。） 

■借りた本は、市内図書館・米百俵号・みしまコ

ミュニティセンターで返却できます。 

くらし
『あせる気と アクセル抑え エコの夏』 
夏の交通事故防止運動を実施 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係 42-2242

実施期間 ７月 22 日（水）～７月 31 日（金） 

運動の重点 

○飲酒・居眠り・無謀運転の追放 

○シートベルトとチャイルドシート着用の徹底 

○交差点における安全確認の徹底 

 

募 
集

№１は「みしまの米」だ！ 
長岡うまい米コンテスト 

問合せ 産業課農林係 42-2249 

農林部農政課 39-2223 

おいしいお米の栽培技術向上を目的に行われる長

岡米の食味コンテストに出品しませんか。三島のお

いしいお米の実力を試す絶好のチャンスです！  

応募資格 市内在住の農業者 

出品対象米 平成 21 年産の国内銘柄（ただし、低

アミロース米、もち米は除く） 

出品数 １人２点まで 

提出物 精米６ｋｇ、出品米の栽培履歴（後日提出） 

申込方法 

産業課または農政課にある申込用紙に記入し

て農政課へ（ホームページからも取得可能） 

申込み期間 ８月３日（月）～８月 21 日（金） 

参加料 出品点数１点当り 500 円（後日納付） 

選考方法 １次審査（書類）⇒２次・３次審査（食

味評価機器）⇒最終審査（食べ比べ） 

【コンテストの開催について】 

期日＝12 月４日（金） 会場＝中之島公民館 

主催＝長岡うまい米コンテスト実行委員会 

 

募 
集 登録統計調査員になりませんか 

問合せ 地域振興課地域振興・防災係 42-2242

三島地域で統計調査を行う「登録統計調査員」。

調査期間中、調査員は非常勤の公務員として活動

し、調査終了後には報酬が支払われます。熱意の

ある方のご応募をお待ちしています。 

応募要件 

① 20 歳以上で、秘密の保護に関して責任の持

てる人 

② 税務・警察に直接関係のない人 

③ 選挙に直接関係のない人 



 

４  三島支所からのお知らせ 2009.7 

調 
 査 空き家実態調査を実施 

問合せ 建設課管理係     42-2269 

都市整備部建築住宅課 39-2265 

空き家を有効活用したまちなか居住や、地域の

核施設としての活用等を促進するため、市内全域

を対象に空き家実態調査を実施します。 

三島地域では、下記の期間に実施します。 

調査期間 ７月 27 日（月）～８月７日（金） 

ご協力ありがとうございました！ 
『緑の募金』 

問合せ 産業課農林係 42-2249 

春に実施した「緑の募金」では、三島地域で総

額 265,923 円のご協力をいただきました。 

集まった募金は、（社）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活用

します。 

 

くらしのカレンダー（８月） 

 

１ 土 水の日 

２ 日  

３ 月  

４ 火 
・行政相談 
（9：00～12：00 みしま交流センター） 

５ 水 
・総合健診（半日ミニドック） 
（8：00 みしま会館） 

６ 木 広島平和記念日 

７ 金 立秋 

８ 土  

９ 日 長崎原爆の日 

10 月  

11 火  

12 水 
・１歳６か月健診 
（13：00 三島保健センター） 

※対象＝H１９年１２月、H２０年１月生まれ 

13 木  

14 金  

15 土 

終戦記念日 
・三島地域成人式 
（13：30 みしま交流センター） 
・三島まつり前夜祭（15：00 みしま体育館）

 

 

16 日
・三島まつり（9：00 みしま体育館） 
・第１８回全日本丸太早切選手権大会 
（9：00 みしま体育館前駐車場） 

17 月  

18 火  

19 水  

20 木  

21 金
・赤ちゃん相談 
（9：00 三島保健センター） 

※対象＝H２１年１、２月生まれ 

22 土  

23 日 処暑 

24 月  

25 火  

26 水
・あなたの健康相談 
（13：30 三島保健センター） 

27 木  

28 金  

29 土  

30 日  

31 月  

 

 

 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,233 世帯 7,375 人 3,545 人 3,830 人 

 （+7） （-6） （+3） （-9） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （７月１日現在） 


