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親善運動会で絆深まる
三島新保町内会による第４８回親善運動会が新保公園で開催

されました。チーム対抗による大玉送りや子どもたちによる宝

探しレースなどに１７０人が参加し大いに盛り上がりました。

区長の米持福一さんは「今年は地区の企業に勤めるベトナム実

習生９人も参加してくれました。運動会が住民との触れ合う場

となり嬉しい」と笑顔で話されていました。（６月17日）
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●災害への意識を新たに

三島地域区長会視察研修会が行われました。支所

で「みんなの安全と安心を守るために」と題して原

子力災害時の屋内退避・避難行動などを学び、その

後、柏崎刈羽原子力発電所に出向き、施設を見学し

ました。(６月23日)

みしまのできごと ～みしまの魅力を地域に発信！～

●災害時でも美味しく食べよう

三島地域食生活改善推進委員協議会がパック

クッキング教室を開催しました。パッククッキン

グはポリ袋に食材を入れて湯せんで火を通すもの

で災害時にも簡単に料理を作ることができます。

参加した親子は、肉じゃがなど４品に挑戦し、災

害時に役立つ調理法を学びました。(６月23日)

●功績輝く

山田弘さん（蓮花寺）

に５月１日付で旭日単光

章が授与されました。山

田さんは、平成11年８月

までの４期16年間の永き

にわたり三島町町議会議

員としてご活躍されまし

た。満88歳を迎えられた

のを機に、多大な功績が

称えられました。

●県大会出場へ

中越地区中学校陸上競技大会と
中越地区中学校各種大会が開催さ
れ、男子卓球部が団体戦で悲願の
優勝を勝ち取りました。このほか、
男子卓球部個人、女子卓球部団
体・個人、女子砲丸投げで県大会
出場を決めました。

●三中に記念Ｔシャツ贈呈

みしま西山連峰登山マラ

ソン大会で連携している

ハート・オブ・ゴールドが

設立 20周年を記念したＴ

シャツを三島中学校全校生

徒に贈呈しました。Ｔシャ

ツは、代表を務め、大会に

参加している有森裕子さん

がデザインし、20個のハー

トが描かれています。

●宝のかるたを選考

三島地域委員会が

開催され、「越後長

岡地域の宝かるた」

の読み句選考が行わ

れました。これは、

各地域の宝をかるたを通して長岡全体の宝として子ど

もたちに認識してもらおうと小学校から読み句と絵札

を募集するものです。今回、97句の中から４つの読み

句を決定しました。（７月６日）

《男子卓球部》
部長 結城 開さん
「中越地区大会の調子を維持して、県大会で上位に入って
北信越大会を目指したい。」

《女子卓球部》
部長 池田 凜さん
「中越地区大会では、優勝できなかった。この悔しさを県
大会でぶつけたい。」

《女子砲丸投げ》
田中 有紗さん
「中越地区大会では、自己ベストを出せなかった。県大会
ではぜひ自己ベストを出したい。」

女
子
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球
部

女子砲丸投げ 田中有紗さん

男
子
卓
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部
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お知らせ情報局 ～今月のお知らせと募集～

◇こころの相談会

◇三島地域成人式

◇緑の募金ありがとうございました

◇長岡まつり大花火大会 ８/２（木）・８/３（金）◇
三島支所発着シャトルバスを運行

〇日 時 ８月15日（水）

①式典 午後１時30分～

②記念アトラクション 午後２時20分～

〇会 場 みしま交流センター

〇対 象 平成９年４月２日から平成10年４月１日まで

に生まれた人で三島地域に住所を有する人及

び平成24年度三島中学校卒業生。なお、地域

外へ転出した人で参加を希望する場合はお問

合せください。

※対象者には案内状を発送しました。

〇問合せ 地域振興課教育支援係☎42・2242

三島地域内で総額３８３,０３３円の募金をい

ただきました。ご協力ありがとうございました。

〇問合せ 産業建設課農林係☎42・2249

夜眠れない、気持ちが沈む、お酒の量が増えたなどは

こころのサインかも･･･。早めにご相談ください。

〇日 時 ８月９日（木）午後２時～４時

〇会 場 三島保健センター

〇相談員 心理士

〇定 員 ３人（予約制）

〇相談料 無料

〇申 込 ８月２日（木）までに市民生活課保健係

☎42・2246へ

◇空地の所有（管理）者は定期的に除草・清掃を

空地に雑草が生えると、蚊やハエが発生するなど周辺

環境の悪化につながります。空地の所有（管理）者は定

期的な除草・清掃をお願いします。

〇問合せ 市民生活課環境係☎42・2246

◇環境美化活動にご協力ください

各町内会から推薦された環境美化推進員が、ごみス

テーションなどにごみの散乱、犬・猫な

どのふんの放置がないかを見回りしてい

ます。町内の美化と清潔保持のため、皆

様のご協力をお願いします。

〇問合せ 市民生活課環境係☎42・2246

〇運行区間 三島支所⇔堺町ヘリポート

〇運行時間 【行き】午後３時～６時30分

【帰り】午後８時30分～10時45分

〇運 賃 往復500円

（小学生以上）

※帰りのみの

利用不可

み
ん
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で
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成人式実行委員会では、思

い出に残る成人式にしようと

記念アトラクションなどを企

画中です。仲間と一緒に新た

な門出を祝いましょう。

〇三島支所周辺駐車場

①三島支所②みしま会館

③みしま体育館④三島体育

センター⑤イベント駐車場

◇平成30年度新潟県警察官募集

〇受付期間 ７月３日（火）～８月14日（火）

〇募集対象 ①男性・女性警察官Ａ（大学卒業者）

②男性・女性警察官Ｂ（大学卒業者以外）

〇受験資格 昭和63年４月２日以降に生まれた人

〇１次試験 ９月16日（日）

〇問合せ 与板警察署☎72・0110

鳥越駐在所☎46・4121

脇野町駐在所☎42・2020

◇寺マルシェ（三島を楽しむ会）を開催

お寺を会場に子どもから大人まで楽しめる物販、飲食、

体験イベントを開催します。

〇日 時 ８月18日（土）午前10時～午後７時

〇会 場 浄福寺（脇野町）

〇内 容 雑貨・飲食販売、親子でアクセサリー

やクッキー作り、ヨガ教室（要予約）、

ぼうず酒場など

〇参加料 入場料100円ほか実費

〇申 込 ヨガ教室は８月10日までに申込みが必要

〇問合せ ながおか・若者・しごと機構☎86・6008



資源物の拠点回収（三島支所）は、毎週土・日曜日の
午前９時から正午までです。８月11日（土）は祝日のた
めお休みします。

発行：三島支所地域振興課 住所：〒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 ＨＰ：http://www.city.nagaoka.niigata.jp 発行日：７月２０日（金）

三島地域の人口（７月１日現在） ※（ ）前月比

世帯数 人口 男 女

2,388(+5) 6,815(-4) 3,291(-1) 3,524(-3)

くらしのカレンダー（７月２３日～８月１９日）

７月
23 月
24 火

25 水
フルーツカービング講座（10:00～みしま会館）
オレンジカフェinみしま
（14:00～デイサービスセンターみしま）

26 木
介護研修会（13:30～みしまコミセン）
◆申込締切日◆あなたの健康相談室
申込＝市民生活課保健係☎42・2246

27 金
28 土

29 日
三島地域混合バレーボール大会
（8:00～三島体育センターほか）
大杉公園まつり（10:00～大杉公園）

30 月
あなたの健康相談室
（13:30～三島保健センター）

31 火

８月
１ 水 長岡まつり平和祭

２ 木 長岡まつり大花火大会

３ 金 長岡まつり大花火大会

４ 土

５ 日
三島まつり野球大会 予選
（7:30～三島野球場ほか）

６ 月

７ 火 行政相談（9:00～三島支所）

８ 水

９ 木

10 金
11 土 山の日
12 日
13 月
14 火

15 水

三島まつり（14:00～みしま体育館駐車場）
三島地域成人式（13:30～みしま交流センター）
三島まつり野球大会 準決勝・決勝
（9:00～三島野球場ほか）

16 木

三島まつり（9:00～みしま体育館駐車場）
第27回全日本丸太早切選手権大会
（9:00～みしま体育館駐車場）

17 金

三島まつりクリーン作戦
（6:00～みしま体育館駐車場）
支所からのお知らせ８月号発行日

18 土 寺マルシェ（10:00～浄福寺）

19 日

◆納期限は７月３１日（火）です◆

〇固定資産税・都市計画税（２期）〇国民健康保険料（１期）

〇後期高齢者医療保険料 （４期）〇介護保険料 （４期）

〇子どもみこし

〇三島まつり野球大会準決勝・決勝

〇ステージイベント

〇がぁがぁがぁるずライブ

〇ゆうぞうライブ（ものまね）

〇盆踊り大会・仮装コンテスト

〇竹灯籠ライトアップ〇露店横丁

〇第２７回全日本丸太早切選手権大会

〇ステージイベント

〇幸from Raz★Re:zmライブ

〇needs&ニーズライブ

〇みこし渡御

〇大花火大会

〇竹灯籠ライトアップ〇露店横丁

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（四切り）サイズで未発表のもの。

応募方法＝三島支所備え付け、または越後三島ホームページから

ダウンロードした応募用紙と写真を郵送または持参。

締切＝８月３１日（金）

表彰＝最優秀賞１点（賞金３万円）、優秀賞２点（賞金１万円）、

審査員特別賞など。作品は、三島支所やみしま会館で展示します。

◆三島まつりの問合せ先◆

三島まつり実行委員会事務局（産業建設課内）

〈電話〉42・2249〈FAX〉42・3534

８月１５日の盆踊り大

会・仮装コンテストの

参加者を大募集！コン

テスト入賞者には賞品

をプレゼント。その他

数量限定で参加賞もあ

り！ご家族やお友達を

誘って、みんなで輪に

なって踊ろう♪

①全日本丸太早切選手権大会競技

運営スタッフ（８/１６のみ）

②竹灯籠ライトアップ設置・点灯

作業スタッフ

（８/１５・１６午後７時～）

③清掃ボランティアスタッフ

（８/１７午前６時～）

１日のみ、半日のみでも可。

希望時間等はご相談ください。

～みんなでつくるふるさとのまつり～

詳しくは、８月上旬に配布される
花火番付をご覧ください。

８月１５日（水）

８月１６日（木）


