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▲シドニーオリンピックで中
村さんが獲得した銀メダル
（背泳ぎ）と銅メダル（メ
ドレーリレー） 

シドニーオリンピック競泳

銀メダリストの中村真衣さん

の講演会が、みしま交流セン

ターで開催されました。 

中村さんは、三島中学校の

生徒をはじめとした市民 120

人を前に、シドニー五輪で銀

メダルと銅メダルを獲得した

時の模様や、期待を受けて臨

んだアテネ五輪の選考から外

れ、大きな挫折を味わったこ

とを紹介。その後、再び自分

を奮い立たせ、世界選手権へ

の 出場 を 果 たし た 経 験を 通

し、夢を持ち続けて努力する

ことの大切さを語りました。

(２月 21 日)  

▲参加者全員によるクイズ
コーナーもありました 

まちの 
ＮＥＷＳ

夢を持って 
挑戦を続けよう
～中村真衣さん講演会～ 
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 第５回三島地域委員会 開催報告 

３月３日に開催された委員会の検討結果をお知らせします。 

■ふるさと創生基金事業について検討 

「ふるさと創生基金事業」は、地域振興を図る事業や新市の一

体感を醸成する事業を展開することにより、市民と行政が協働し、 

連携して事業を実施するものです。その中で、行政主体から地域住民主体への変換を図り、市民活

動などを地域の皆さんが考え具体化していきます。今回の地域委員会では、「三島地域ふるさと創生

基金事業実行委員会」から提案された事業ついて検討しました。 

■平成 22 年度ふるさと創生基金事業 

来年度は、次の５つの事業を行うことで決定しました。 

事業名 内容 

三島花いっぱい事業 花植えに協力してくださる方を募集し、花に関す

る講習会などを開催。花は、プランターで春苗と秋

苗を育てていただき、道路などに並べて“花いっぱ

い三島”を演出します。事業終了後は、花を育てる

サークル等が多く生まれるよう支援します。 

 

里山整備と健康づくり事業 地域の宝である里山や旧跡等を有効に活用するた

め、調査・検討を実施。その後は、里山や散策道の

整備を行い、ウォーキング交流会を開催します。 

鳥越、逆谷地区での実施となりますが、整備作業

や交流会にはどなたでも参加できます。 

 

そばまつり月間事業 「そばまつり月間」を新設し、期間中の週末に地

域内の町内会や団体がそば打ち体験イベントなどを

開催し、三島のそばをＰＲします。 

 

 

 

みしま西山連峰登山マラソン大会 

おもてなし事業 
ランナーとして、大学の長距離選手を招へい。ト

レーニング方法の指導や一般家庭に宿泊していただ

くなど、地域の皆さんと交流する機会を提供します。

また、みしま会館に「おもてなしブース」を設け、

参加選手と地域の皆さんの交流の場とします。 

 

みしま和太鼓育成活動事業 今年度に引き続き、和太鼓団体の活動を支援しま

す。来年度は、地域を代表するオリジナル曲を作成

し、練習を支援することで団体を育成。地域のイベ

ントなどを盛り上げてもらいます。 

メンバーは随時募集しています。 

 

担当 地域振興課地域振興･防災係 42-2242 
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みしまコミュニティセンター 

施設の改修について検討 
コミュニティセンターを運営

する「みしまコミュニティ推進協

議会」では、昨年の６月から、三

島支所庁舎とみしま会館をどの

ような形でコミュニティセンタ 

ーとして活用していくかを検討してきました。 

検討に当たっては、実際にコミセンで活動する方々がよ

り利用しやすいものとするため、サークルなどの代表者と

の懇談会を開催。部屋の広さや必要な設備など細かな部分

について意見を集約し、改修計画に反映させてきました。 

こうした議論を踏まえ、今後、支所において最終的な調

整を行い、設計作業を完了させる予定です。その内容は今

後も本紙でお知らせします。 

 

担当 地域振興課地域振興・防災係 42-2242 

施設改修の概要 
（みしまコミュニティ推進協議会での検討結果） 

■三島支所庁舎とみしま会館を改修し

ます。 

■支所庁舎１階と２階はコミュニティ

センターの機能を配置します。 

■支所機能は、市民生活課窓口を支所

庁舎１階に、その他は３階に配置し

ます。 

■食育活動や、食事サービスによる福

祉の充実のため、みしま会館に調理

室を設置します。 

■ダンスや民謡、舞踊などで利用でき

るよう、ホールと和室を設置します。 

■陶芸や絵画、創作活動の場所として、

工作室を設置します。 

 

 
夏の一大イベント 

三島まつり検討委員会がスタート！ 
今年も「より楽しい三島まつりの実現 ～みんなで創る三島まつり～」を

テーマに、第１回三島まつり検討委員会が開催されました。今後も５月上

旬まで検討を行い、「三島まつり改善提案」を三島まつり実行委員会へ提出

する予定です。みなさんのご意見ご要望をお寄せください。 

■第１回検討委員会での意見など 

テーマ 意見など 

盆踊り大会 ■仮装コンテストの入賞者の紹介がなかったので、ステージ上で表彰しては。

竹灯ろう 

ライトアップ 

■竹灯ろうの設置が中学校吹奏楽部の演奏と重なり、ボランティアが演奏を聴

けなかった。全体のスケジュールの把握が必要。 

■協賛事業団体からは、竹灯ろうライトアップや丸太早切選手権大会の運営な

どにも協力してほしい。 

音楽の夕べ 

■吹奏楽演奏や子どもみこし、丸太早切選手権など色々な行事に参加しなけれ

ばならない。まつり期間中は、小中学生が忙しすぎるのでは。 

■新潟ゆかりの歌手のほか、お笑いライブなども「ミニライブ」の候補にする。

子どもみこし 

■地区によっては、子どもが少なくなり実施が大変なところがある。 

■地区によっては、やめたい意向のところもあれば、親睦を深めるために必要

な行事と考えているところもあり、様々である。 

■地区ごとという枠をなくし、参加したい子どもの希望制にして、まつり広場

などで全員から担いでもらっては。 

 ⇒町内会から今後の実施方法などについて検討してもらう。 

担当 三島まつり検討委員会事務局（産業課商工観光係） 42-2249 



 

４ 

 

施設別の利用開始予定日 

施設名 時間 使用開始予定日 

三島野球場 日の出～午後 10 時 ４月１日から 

テニスコート 
三島運動広場 

ゲートボール場 
〃 ３月 21 日から 

※雪消えの状況により開始予定日を早める場合がありますので、三島体育セン

ター 42-2756 にご確認ください。 

※各施設の利用申請は、使用日の２か月前の月の初日から三島体育センターで受け付けています。      

問合せ 地域振興課教育支援係 42-2242 

 

 
締め切り迫る！ 
みしま西山連峰登山マラソン大会 

「第 26 回みしま西山連峰登山マラソン大会」の参加申し込みはもう

お済みですか。今年から２km と５km のコースを新設して、皆さんの参

加をお待ちしています。 

５月のすがすがしい風を感じながら、ご家族やお友だちと一緒に楽し

みながら走りませんか。 

期日 ５月 16 日（日） 

会場 受付・開会セレモニー＝みしま会館 

スタート・ゴール＝三島体育センター 

競技開始 ハーフマラソン・10km＝午前 10 時 

５km・３km・２km＝午前 10 時 15 分

種目 

距離 ハーフマラソン 10km ５km ３km ２km 

一般男子 
（高校生不可） 

一般男子 
（高校生以上） 

中学生男子 小学生 

一般女子 
（高校生不可） 

一般女子 
（高校生以上） 

一般男子 
（中学生以上） 

中学生女子 

50 歳以上男子 

種目 

50 歳以上男子 

50 歳以上女子 

一般女子 

（中学生以上） 
小学生 

夫婦親子ペア 
(手をつないでゴール)

申込み方法 

三島支所、三島体育センターなどに備え付けの申

込書に必要事項を記入し、誓約書に押印の上、参加

費を添えて郵便局窓口へ。 

申込み締切 ３月 25 日（木） 

※当日消印有効 

問合せ みしま西山連峰登山マラソン大会 

実行委員会事務局 

42-2242 

FAX42-3534 

 
春が到来！みんなでスポーツしませんか？ 
屋外体育施設の使用開始予定 

参加者と一緒に 
大会を盛り上げよう！ 

今年の大会では、参加者との交流や三島地

域をＰＲするための様々な「おもてなし事業」

を計画しています。 

また、それに協力していただくスタッフ・

サポーターも大募集します！ 

詳しくは、本紙に折り込みの 

チラシをご覧ください。 
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 ４月のふるさとセミナー 

ふるさとセミナーは一般市民向けの講座です。

開催する講座は、本紙で毎月お知らせしますので、

お好みのものをその都度お申込みください。 

■スポーツ吹き矢体験（無料） 

肺機能を活性化させる「スポーツ吹き矢」を、

ぜひ体験してみてください。 

日時 ４月 17 日・24 日（土曜日） 

※２回講座 

午後１時 30 分～２時 30 分 

会場 三島体育センター 

定員 20 人 

申込み ４月２日（金）ま

でにみしま会館

42-2222／FAX 

42-2248 

 

 
工業統計調査 
ご協力ありがとうございました 

平成 21 年工業統計調査の調査業務を無事に終

了することができました。 

ご協力いただいた製造業の事業所の皆さん、大

変ありがとうございました。 

担当 地域振興課地域振興・防災係 42-2242 

もしものために知っておきたいアレコレ 
認知症地域フォーラム in 長岡（無料）

実際の検査・治療場面の話を交えて、認知症へ

の取り組みを学びます（申し込み不要）。 

日時 ３月 24 日（水）午後１時 30 分～４時 

会場 長岡リリックホール・コンサートホール 

内容 第１部「ビデオで理解する認知症患者さん

の診察・検査・治療」 

第２部「各機関の取り組み紹介と認知症へ

の関わり」 

講師 森田昌宏さん（三島病院 認知症疾患医療セ

ンター長）ほか 

定員 700 人（先着順） 

問合せ 市民生活課保健係 42-2246 

 

消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子 
春の火災予防運動 

空気が乾燥し、火災が発生し

やすくなっています。火の取扱

いには十分注意し、火事を出さ

ないようにしましょう。また、 

住宅用火災警報器を早めに設置しましょう。 

実施期間 ４月１日（木）～７日（水） 

問合せ 与板消防署 72-2572 

テレホンガイド 33-9119 

 

 犬の登録と狂犬病の予防注射 

犬の飼い主は、生後 91 日以上の犬を登録し、毎年１回、狂犬病の予防注射を

受けなければなりません。犬の飼い主の皆さんは、下記の会場で登録と予防注

射を受けてください。なお、三島地域以外の市内の会場でも受けられますので、

市民生活課環境係にお問い合わせください。 

日時と会場 

期 日 時 間 会 場 

午前９時 40 分～10 時＊＊＊ 鳥越集落開発センター 

午前 10 時 20 分～11 時＊＊* 三島体育センター＊＊ ４月６日（火） 

午前 11 時 20 分～11 時 35 分 みしま北保育園＊＊＊ 

料金 登録済みの犬＝3,100 円 

新規登録の犬＝6,100 円 

   ※お釣りのいらないようにご持参ください。 

持ち物 ・狂犬病予防注射票交付申請書 

・料金 

・印鑑（新規に登録する場合） 

問合せ 市民生活課環境係 42-2246 

犬･猫の飼い主のみなさんへ 
犬や猫のふんが道路・公園などに放置された

り、民家や塀などに尿をかけられたりして困る

という苦情が寄せられています。飼い主として

のルールやマナーを守りましょう。 



 

 
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

 
締め切りが迫っています！ 
中越沖地震復興基金の交付申請 

中越沖地震復興基金事業に係る補助金交付申請

書の受け付けは、平成 22 年４月 30 日で終了しま

す。申し込み忘れのないようご注意ください。 

対象事業 現在実施している全事業 

対象者 各事業の事業期間終了までに確実に事業

を実施する方または団体 

※申請に必要な書類を全て用意できなく

ても受付は可能です。 

交付決定 交付決定（見込）額の通知は、６月１

日以降の予定 

※申請総額を基に補助額の調整を行

うことがあります。 

問合せ ㈶新潟県中越沖地震復興基金事務局 

025-280-5127 

ホームページ http://www.chuetsu-oki- 

kikin.jp/

 

くらしのカレンダー（４月） 

 

１ 木 
エイプリルフール 
春の火災予防運動（～７日） 

２ 金  

３ 土  

４ 日  

５ 月 清明 

６ 火 

春の交通安全運動（～15 日） 
・狂犬病予防注射 
（9：40～10：00 鳥越集落開発センター） 
（10：20～11：00 三島体育センター） 
（11：20～11：35 みしま北保育園） 

７ 水 

世界保健デー 
・日吉小学校入学式 
・脇野町小学校入学式 
・三島中学校入学式 
・１歳６か月健診(13：00 三島保健センター)
※対象＝H２０年８月、９月生まれ 

８ 木 花まつり 

９ 金  

10 土  

11 日 

メートル法公布記念日 
・みしま西山連峰登山マラソン大会 
「青竹サポーター」作業日 
（9：00 みしま会館） 

12 月 世界宇宙旅行の日 

13 火  

14 水  

15 木  

 

 

16 金

・赤ちゃん相談(9：00 三島保健センター) 
※対象＝H２１年９月、１０月生まれ 

・三島地区体育協会優秀競技者表彰式・
三島地区スポーツ少年団優秀競技者表
彰式 （18：30 みしま会館） 

17 土
土用入り 
・ふるさとセミナー「スポーツ吹き矢体験①」
（13：30 三島体育センター） 

18 日  

19 月  

20 火
穀雨 
郵政記念日 

21 水  

22 木  

23 金  

24 土
・ふるさとセミナー「スポーツ吹き矢体験②」
（13：30 三島体育センター） 

25 日  

26 月  

27 火  

28 水  

29 木 昭和の日 

30 金  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 世帯数 人口 男 女 

 2,245 世帯 7,334 人 3,529 人 3,805 人 

 （+2） （+10） （+4） （+6） 

※( )内は前月比

三島地域の世帯数と人口 （３月１日現在） 


