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平成18年度は市制100周年

今月から、地域の情報を、
「わしま支所からのお知らせ」にまとめ、
皆さんへお届けします。

九月の出来事

▲お祝いのアトラクションに、会 ▲着物愛好会「四季の花結
場は笑顔と拍手につつまれまし び」でモデルを務めた早川さ
んと近藤さん。
た。

■十八日、和島地域敬老会
めでたく敬老の日を迎えた
方（七十一歳以上）は、千三十
六名。八十五歳の三十四名と金
婚式を迎えた十八組が、記念品
を受け取りました。

■二十二日、市老連和島支部ス
ポーツ大会
和島体育館で行われた十三競
技に、五百二十一名が参加し、
元気いっぱい健脚を競いまし
た。栄えある第一回優勝は、黄
色チームでした。

十月の出来事

■一日、和島地域親善大運動会
さわやかな秋晴れの下、十一チーム、約千四百
人が参加し、地域の親睦を深めました。

－
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▲下小島谷・下富岡チーム
と梅田・東保内・村田チー
ムが同点優勝

■十一日、稲の脱穀
桐島小学校五年生十八名が、総合学習の時間に米
作りをしました。栗林熙仁（てるひと）くんは、一
番印象に残ったことを、
「ザクザクという稲を刈る
ときの音が良かった」と話してくれました。

▲児童たちは、袋を持ち上
げ、収穫の重みを実感してい
ました。
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お知らせ
◆地元への就職を希望している皆さんへ
「しごと発見広場合同就職面接会」が開催さ
れます。
○日にち 十一月二十二日（水）
○時 間 午後一時三十分～午後四時
○会 場 ハイブ長岡大展示ホール
（長岡市寺島町三一五）
○対 象 一般求職者・新規学校卒業予定者
○問い合わせ先
長岡公共職業安定所☎三二‐一一八一

◆困りごと、心配ごとを
抱えている皆さんへ

－
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■十四・十五日、ながおかデザインフェア
長岡造形大学で開催されたフェアに出展し
た、和島地域の「布ぞうり作り体験教室」と「ガ
ンジーソフト」は大好評でした。

■二十二日、
第二十六回首都圏ふるさとわしま会総会
東京・上野で開催された総会には、会員ら八
十三名が出席しました。懇親会では、時間がた
つのも忘れ、思い出話しや近況報告など、尽き
ることのないふるさとの話題で盛り上がりま
した。

「人権相談会」を実施します。
親子、夫婦、扶養、相続、名誉、信用、差別、
いじめ、体罰などの相談に、人権擁護委員と法
務局職員が応じます。＊相談無料・秘密厳守＊
○日にち 十二月八日（金）
○時 間 午前十時～午後三時
○会 場 保健センター二階乳児指導室
○問い合わせ先
和島支所地域振興課振興係
（☎七四‐三一一一 内線二二二）
和島地域の人権擁護委員
遠藤てつ子（村田）
、柳繁雄（城之丘）

◆すべての
すべての農家
ての農家の
農家の皆さんへ
さんへ ～農業所得の
農業所得の計算は
計算は、収支計算で
収支計算で～◆
昨年の確定申告では、農業収入２００万円未満の農家には、経費目安割合方式が認められて
いました。
しかし、平成１９年の確定申告から、すべて
すべての
すべての農家が、ご自分の記録に基づいた収入金額から
実際の必要経費を差し引いて所得を計算する「収支計算
収支計算方法
収支計算方法」
方法」で、申告することになります。
収支計算方法は初めてという方も慣れているという方も、ぜひ説明会へお越しください。

■農業所得の収支計算説明会（主催：ＪＡ越後さんとう）
○日 時
平成１８年１１月２４日（金）午前９時３０分～午前１１時３０分頃
○会 場
北部地区構造改善センター
○講 師
長岡税務署の担当者
○問い合わせ先 市民生活課市民係（☎７４－３１１１ 内線２５１）
＊平成 19 年
（平成 18 年分）
確定申告の期間は、平成 19 年 2 月 16 日から 3 月 15 日までです。
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＊し尿の汲取り料金も、平成２０年４月から全地域が長岡地域と同額になる予定です。

▲市が作成したパンフレットで
す。ご希望の方は、市民生活課環
境係へご連絡ください。

市政だより11月号17ページの市制100周年・合併記念協賛事業「楽
劇 長岡大田楽」の記事で、料金と開催時間に誤りがありました。
料金は無料になっていましたが、正しくは前売
しくは前売り
前売り一般 2,000 円、
高校生以下800
高校生以下 800円
800 円です。（
です。（当日
。（当日は
当日は 500円増
500 円増しとなります
円増しとなります。）
しとなります。）
開催時間は11月26日(日)の午後２時からとなっていましたが、
正しくは午後
しくは午後３
午後３時からです。
からです。訂正してお詫びいたします。
なお、「楽劇 長岡大田楽」についての問い合わせは、
ＮＰＯ法人ACT.JT事務局 ☎０３－５３６３－１３０６
◎その他の記念事業については、イベントガイドブックやホームペー
ジ（http://nagaoka100.jp）をご覧ください。
（事務局：企画課 ☎３９－２２０４）
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二、受賞歴があり、平成十九年四月六日現在
計算した運転経歴が今回申請する「表彰年
数」以上でその間継続して事故・違反が無い
こと。＊受賞歴が無い方で、既に二十年以上
の運転経歴があり、その間無事故無違反の場
合は、二十年か三十年表彰対象となります。
■申請に必要なもの
免許証、交通安全協会会員証、認印
■申請先
和島支所地域振興課振興係
（☎七四‐三一一一 内線二二二）
■申請期限 平成十八年十二月八日（金）

市政だより
市政だより11
だより 11月号掲載
11 月号掲載
「楽劇 長岡大田楽」
長岡大田楽」の記事訂正について
記事訂正について

▲市の環境キャラクター
ペギーちゃん

◆猫の飼い主の皆さんへ
最近、猫の庭への侵入や糞害、野良猫への餌
付けなどの苦情が寄せられています。エサを与
えるということは、その猫を飼っていることに
なります。無責任な餌付けはやめましょう。
また、外猫は、交通事故に遭ったり、伝染病
感染の危険があるうえ、鳴き声などで近所に迷
惑をかけることがあります。猫は、室内で飼育
しましょう。

募 集

◆優良・優秀無事故運転者表彰該当の皆さんへ
平成十九年の表彰が実施されますので、該当
される方は次のとおり申請して下さい。
■表彰種別（五種類）
十年、二十年、三十年、四十年、五十年表彰
■受賞資格と要件
一、交通安全協会の会員であること。

＝飼い主のマナーとルール＝
１．首輪や迷子札をつけましょう
２．不妊・去勢手術をしましょう
３．亡くなるまで飼育しましょう
・猫を捨てることは禁止です

地域の
皆さんへ

◆
ら、
、和
も「「ご
す◆
◆平
平成
成２
２０
０年
年４
４月
月か
から
和島
島地
地域
域で
でも
ごみ
み改
改革
革」」を
を実
実施
施し
しま
ます
◆
「ごみ改革」は、平成 16 年 10 月から長岡・越路・三島地域で実施され、
大きな成果をあげています。私たちの大切な生活環境を守り、子や孫に誇
れる「美しい長岡市」を築くために、皆さんのご理解とご協力をお願いし
ます。
●ごみ改革の目的
１．ごみの減量とリサイクルの推進
２．ごみを多く出す人と、ごみの減量とリサイクルに努力している人と
の不公平感の解消
３．最終処分場（ごみの埋立地）の延命
●ごみ改革の主な内容
１．家庭ごみの一部有料化（小国・栃尾地域は、すでに実施しています。
）
２．プラスチック容器包装材と枝葉・草の分別収集
３．粗大ごみの戸別収集
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各種サークル
体験コーナー →

（写真は大正琴体験中）
▼作品展

▲行政コーナー

▲「山古志村のマリと三匹の子犬」の
ＤＶＤ鑑賞後、マリの飼い主の五十
嵐豊さんと三匹の子犬の兄弟「ミ
ミ」と対面
←日赤奉仕団による炊き出し訓練

和島地域生涯学習キャラクター

◆◆◆自動車文庫「米百俵２号」巡回日程◆◆◆
「米百俵 2 号」が、絵本や新刊など約 2,000 冊を積んで図書館から遠い地域を巡回します。
本の貸し出しも行いますので、
「貸出カード」のない方は、保険証か免許証をお持ちください。
○一般巡回
・日時 １１月２４日（金）午前１０時～午前１１時
・場所 和島保育園・幼稚園
○出前ミニ図書館（読み聞かせの時間があります）
・日時 １２月６日（水）午前１０時～午後２時３０分
・場所 桐島小学校
○問い合わせ先 中央図書館 ☎３２－０６５８

－
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▲米百俵2号

わし麻呂通信 １

◆第二十五回生涯学習
フェスティバルｉｎワシマ開催
十月二十八日（土）
、二十九日(日)に開催さ
れたフェスティバルの今年のテーマは、
「楽
しみ」
。趣向を凝らしたコーナーがたくさん
ありました。中でも、少年教室の子供達が、
来場者に楽しんでもらうため工夫したゲー
ムコーナーは、参加者を呼び込む子供達の声
や、ゲームを楽しむ様々な年代の元気な声が、
会場に響き渡っていました。
参加者は、
「久しぶりに若い頃のように夢
中になり、ちょっと疲れ
たけど楽しかった」と話
していました。

▲ゲームコーナー

