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まちの 
ＮＥＷＳ 

地域を守る 
地域の力

長岡市消防団三島方面隊の消防出初式が、み

しま会館で開催されました。総勢 136 人が参加

した式典では、閲団や方面隊長による訓示のほ

か、無火災分団への表彰などが行われました。

また、三島支所駐車場で行われた一斉放水に

は地域の皆さんも来場し、隊員の雄姿に拍手を

送っていました。(1 月 10 日) 
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 スポーツ行事についての検討状況 

第４回三島地域スポーツ行事活性化委員会（12 月 15 日開催）での検討内容をお知らせします。 

■三島地域体育祭 
地域の皆さんから楽しんでいただくため、来年

度はコミュニティセンターを中心とした各種団体

と、支所が協働で開催します。 

今後、運営委員会を組織し、競技種目だけでな

く、幼児から高齢者までの世代がつながる体育祭

となるよう検討します。 

地域の皆さんのご意見をコミュニティセンター

又は地域振興課へお寄せください。 

 

 

【体育祭運営委員会メンバー構成】 

・みしまコミュニティ推進協議会 

（三島地域区長会を含む） 

・三島地区体育協会 

・   〃    （スポーツ少年団） 

・三島公民館振興員協議会 

・三島地域委員会 

・三島地域体育指導委員 

          など 

■三島地域駅伝大会 
今年度は悪天候で中止になったため、実施日

について検討しましたが、従来の日程で実施す

ることになりました。 

また、近年参加チームが減少しているため、

コースや区間などについて、公民館振興員から

継続して検討いただきます。 

開催日 11 月３日（文化の日） 

実施主体 三島公民館 

■三島地域混合バレーボール大会 
毎年多くのチームから参加いただいています

が、男女の人数制限や競技方法について、公民

館振興員から検討いただきます。 

地域の皆さんのご意見を地域振興課へお寄せ

ください。 

開催日 他のスポーツ大会の日程

を考慮して今後決定 

実施主体 三島公民館 

次回の委員会は３月に開催する予定です。それまでの間は、体育祭運営委員会や登山マラソン大会

の企画運営部会で具体的に検討していきます。 

平成 22 年度からのイベントは、地域の皆さんが企画・運営をしていくことになります。地域力を結

集して、笑顔あふれるイベントにしましょう！ 

問合せ 地域振興課教育支援係☎42-2242 

↓ ↘三島の魅力を味わう旅 市内の各地域を探訪し、その魅力を

再発見する“とっておきの長岡「まちめぐり」”。三島をめぐる旅に

は市内から 23 人が参加しました。参加者は、うどん作りを体験し

て打ちたてを味わった後、地域の“達人”の指導でミニ門松作りを

体験。三島を満喫した一日でした。(12 月 23 日)  

まちの 
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意欲のある方なら 
どなたでもどうぞ！ 

委員会の予定 

２月中旬から三島まつりまでの間で

随時/まつり後１回(予定) 

申込み 

１月 29 日（金）までに三島まつり実

行委員会事務局（産業課商工観光係） 

42-2249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三島まつり検討委員を募集中！ 

幅広い世代の地域の皆さんで構成される「三島まつり検

討委員会」は、まつりの企画から効率的な運営まで、様々

な検討が行われます。 

地域の一大イベントである三島まつりが、あなたのアイ

デアで楽しいまつりとなるよう、皆さんの参加をお待ちし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ 三島まつり実行委員会事務局

(産業課商工観光係) 42-2249 

→丸太切りが上野に登場！ 

「えちご中越・佐渡げんき

市」が、東京の上野恩賜公園で

開催され、丸太切りの体験コー

ナーが開設されました。当日は

たくさんの人が挑戦し、東京で

も本場三島さながらの大きな

人の輪ができました。 

(12 月５日・６日)  

三島まつりが開催されるまで 

改善点などの
検討を依頼 

まつり実行 
委員会 

検討委員会 

改善の提案

子どもに「バン

ジー・トランポ

リン」というの

が 人 気 ら し い

ですよ。ちびっ

こ 広 場 に 置 い

てみては？ 

花火番 付の サ

イズが 大き い

と思う。 

あと、番付にフ

ォトコ ンテ ス

トの入 賞写 真

を入れ ると も

っと良 くな る

と思うな。 

イベントなどの 
実施団体 

主に住民や来場者の目線から、前年度の改善点
や新たな事業提案などについて検討します。 

商工観光団体や文化
団体などで構成され、
まつりの全体的な運
営を行います。 

実施計画の調整 

まつりの実施 

まつりで出るごみの処

理が大変。分別や減量を

考えたほうがいいと思

います。 
昔やっていた盆踊り大会を

やってみてはどうだろう？ 

来年度の三島まつり 主な課題 

・前夜祭の内容について ・新規イベントの実施について 

・花火打上時の交通規制 ・ボランティアの確保 

・駐車場の確保 ・より効率的な運営     など 
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 和太鼓はじめませんか？ 

三島地域で新たな和太鼓グル

ープの発足をめざして、メンバー

を募集します。太鼓好きの方、興

味のある方は奮ってお申し込み

ください。 

練習日時 毎週水曜日 午後７時～９時 

（第２週を除く） 

２月＝３日、17 日、24 日 

３月＝３日、17 日、24 日 

※４月以降も練習を続けていく予定です。 

内容 和太鼓の練習（初回に設立の趣旨や今後の

運営について説明します。） 

会場 みしま会館 営農推進室 

対象 小学生以上 

講師 悠久太鼓 長岡青悠会 ほか 

参加料 無料 

持ち物 詳細は、初回に説明します。 

申込み １月 29 日（金）までに、古見清次さん（上

岩井／代表発起人） 42-4326 

※その後も随時申し込みを受け付けます。 

 

 

 
平成２１年分 
所得申告の準備をお願いします 

地区ごとの申告相談の日

程などは、市政だより２月号

でお知らせします。 

また、市政だより１月号 

の折込チラシ（桃色）には、 

税制改正のポイントが掲載されています。申告の

際の参考にしてください。 

申告相談期間 ２月 16 日（火）～３月 15 日（月） 

会場 三島支所１階特設会場 

持ち物 印鑑・源泉徴収票など申告に必要な書類 

 

農業所得のある方や医療費控除などの還付

申告をされる方は、ぜひご利用ください。そ

の場で申告書を提出することもできます。 

事前相談期間 ２月８日（月）～12 日（金） 

会場 市民生活課内（三島支所１階） 

問合せ 市民生活課市民係 42-2246 

 

家屋を取り壊したらご連絡ください 

昨年中に住宅や作業所等の全部または一部を取

り壊した方は、市民生活課市民係までご連絡くだ

さい。取り壊した面積に応じて固定資産税の評価

額が変わります。 

問合せ 市民生活課市民係 42-2246 

 

こころの健康相談会（無料） 

臨床心理士による、うつ病や認知症などについ

ての個別相談会です。秘密は厳守されますので、

次のようなことでお悩みの方は、ご相談ください。 

■悩みごとや心配ごとが頭から離れない 

■夜よく眠れない  ■身体の調子が悪い 

■物忘れが気になる ■気持ちが沈む 

■お酒の飲み方が気になる 

日時 ２月 16 日（火）午後１時 30 分～３時 30 分 

会場 三島保健センター 

内容 臨床心理士による個別相談（定員３人） 

担当臨床心理士 齋藤 静さん（三島病院） 

申込み 先着順に受け付けます。２月 12 日（金）

までに市民生活課保健係 42-2246 

 

あなたの健康相談室（無料） 

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 ２月 26 日（金）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 ２月 19 日（金）までに市民生活課保健係

42-2246 

 

保護者のための就活セミナー（無料） 

講演会や、企業採用担当者によるディスカッシ

ョンなどを行います（申し込みが必要です。）。 

日時 １月 24 日（日）午前９時 30 分～午後０時 30 分 

会場 中央図書館 講堂 

対象者 大学３年生の保護者、短大などの１年生

の保護者 

申込み ㈱アルプスビジネスクリエーション新潟 

25-0890／FAX25-0887 

問合せ 商業振興課 39-2228 

申告の事前相談会を実施 
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 ２月のふるさとセミナー 

■パッチワークキルト体験 

ストリートバッグ（30cm×30 cm）を作ります。

布を縫い合わせる技術を学びませんか。 

日時 ２月１日・８日・15 日・22 日（毎週月曜） 

午前 10 時～11 時 30 分 

会場 みしま会館 

講師 島田早苗さん 

参加料 2,000 円（材料費） 

持ち物 裁縫道具、筆記用具 

定員 15 人（先着順） 

■和菓子作り 

ひな祭り用のお菓子（桜餅ほか）を作りましょう。 

日時 ２月 12 日（金） 

午後１時 30 分～４時 30 分 

会場 三島保健センター 

講師 山本忠昭さん（まちの先生） 

参加料 800 円 

持ち物 エプロン、髪を覆うもの、筆記用具 

定員 12 人（先着順） 

■わらべうたであそぼう！（無料） 

歌って、動いて楽しみます。赤ちゃんからおじ

いちゃん、おばあちゃんまで一緒に遊びましょう。 

日時 ２月 20 日（土）午前 10 時～11 時 30 分 

会場 みしま会館 

講師 佐竹直子さん（まちの先生） 

持ち物 飲み物 

定員 30 人程度 

ふるさとセミナーの申込み・問合せ 

みしま会館 42-2222／FAX42-2248 

 

書き初め・書道・絵画を展示！ 

小中学校、みしま書道クラブ、みしま絵画サー

クルによる力作を一堂に展示します。ぜひご覧く

ださい。 

展示期間 １月 22 日（金）～１月 28 日（木） 

時間 午前８時 30 分～午後５時 

会場 みしま会館ホール 

      みしま書き初め大会作品展示 

今回で第 55 回を数える伝統の

大会。日吉・脇野町小学校の３～

６年生、三島中学校の全生徒の作

品約 530 点を展示する予定です。 

（主催＝長岡市） 

 

特選入賞者７人への表彰式を行います。保

護者、地域の皆さんもぜひお越しください。 

表彰式日時 １月 22 日（金）午後３時 30 分 

会場 みしま会館ホール 

 

      みしま書道クラブ作品展 

講座生約 30 人が、熱心に、そして楽しく書道の

上達に励んでいる生きがい講座「みしま書道クラ

ブ」。練習の成果が発揮された力作が並びます。 

（主催＝みしま書道クラブ） 

      三島地域色紙展 

みしま絵画サークルは、会員数約 20 人で活動し

ています。新春を彩る素晴らしい作品をご覧くだ

さい。（主催＝みしま絵画サークル） 

問合せ 地域振興課教育支援係☎42-2242 

※内容により、各主催者に再度お問い合わせい

ただく場合があります。 

 

 公民館図書室 新刊を入荷しました 

 

書名等 著者名等 書名等 著者名等 

ＳＯＳの猿 伊坂幸太郎 こんな働く母親が、子供を伸ばす！ 松永暢史 

男の子って、どうしてこうなの？ 

まっとうに育つ九つのポイント 

スティーヴ・

ビダルフ／著

菅靖彦／訳 

すごい弁当力！ 子どもが変わ

る、家族が変わる、社会が変わる 
佐藤剛史 

子どもを叱らずにすむ方法おしえ

ます お母さんがラクになる新し

いしつけ 

スティーヴ・

ビダルフ／著 

菅靖彦／訳 本の借用・問合せ 三島体育センター 42-2756 

 

展示その１

表彰式を開催！

展示その２

展示その３



 

 
６ 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 

TEL 0258-42-2242 FAX 0258-42-3534 MAIL msm-chiiki@city.nagaoka.lg.jp 
市ホームページではカラー版がご覧になれます。http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/osirase/misima/osirase.html

 
地震に対する備えと 
生活再建を考えるシンポジウム 

日時 ２月 18 日（木） 

午後１時 30 分～４時 30 分 

会場 ホテルニューオータニ長岡 ＮＣホール 

※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用

ください。 

内容 ・一橋大学・佐藤主光教授による講演 

・新潟お笑い集団ＮＡＭＡＲＡによるトー

クショー  ほか 

定員 300 人（先着順） 

申込み ２月 10 日（水）までに、㈳

中越防災安全推進機構・小柳

さん 36-8141（FAX も同じ） 

農林業センサスにご協力ください 

平成 22 年２月１日現在で、全国一斉に“農林業

の国勢調査”といわれる「2010 年世界農林業セン

サス」が実施されます。 

この調査は、今後の農林業の政策に役立てるた

めに５年ごとに実施される極めて大切な調査です。 

１月中旬から農林業を営んでいる皆さんのとこ

ろに調査員が訪問して、調査票に農林業の経営状

況などの記入をお願いしますので、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 42-2242 

 

 
 

くらしのカレンダー（２月） 

 

１ 月 
初午 
・ふるさとセミナー「パッチワークキルト①」
（10：00 みしま会館） 

２ 火  

３ 水 節分 

４ 木 立春 

５ 金  

６ 土  

７ 日 北方領土の日 

８ 月 
針供養 
・ふるさとセミナー「パッチワークキルト②」
（10：00 みしま会館） 

９ 火  

10 水 
・１歳６か月健診(13:00 三島保健センター) 
※対象＝Ｈ２０年６、７月生まれ 

11 木 建国記念の日 

12 金 
・ふるさとセミナー「和菓子作り」 
（13：30 三島保健センター） 

13 土  

14 日 聖バレンタインデー 

15 月 
・ふるさとセミナー「パッチワークキルト③」
（10：00 みしま会館） 

16 火 
・こころの健康相談会 
(13:30 三島保健センター) 

17 水  

18 木  

19 金
雨水 
・赤ちゃん相談(9:00 三島保健センター) 
※対象＝Ｈ２１年７、８月生まれ 

20 土
・ふるさとセミナー「わらべうたであそぼう！」
（10：00 みしま会館） 

21 日  

22 月
・ふるさとセミナー「パッチワークキルト④」
（10：00 みしま会館） 

23 火  

24 水  

25 木  

26 金
・あなたの健康相談室 
(13:30 三島保健センター) 

27 土  

28 日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,244 世帯 7,333 人 3,530 人 3,803 人 

 （-4） （-10） （-4） （-6） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （１月１日現在） 


