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十一月の出来事
■十三日、地域委員会
五回目となる地域委員会で
は、和島・寺泊地域における
都市計画区域の指定について
検討を始めるため、市が制度
説明をした後、意見交換が行
われました。和島地域では、
今まであまり馴染みのなかっ
た制度のため、今後も引き続
き検討していくことが確認さ
れました。
詳しい内容は、支所一階の
情報ラウンジや、支所のホー
ムページで公開しています。

■十七日、
小さな心の旅・満月の劇場コンサート
もてなし家で、オカリナ＆フルート朗読
ライブが開催されました。会場は、百二十
名あまりの聴衆で満員。
「夕日の長者」や「椿
の森（ 妙 多羅婆のはなし）」などの地域に
伝わる民話の朗読や演奏を堪能し、最後に
ふるさとを全員で歌いました。
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■十九日、秋の大感謝祭
ＮＰＯ法人和島夢来考房が、和島特産の
自然薯や和島産の秋野菜の即売を中心に大
感謝祭を開催しました。すっきりとした秋
晴れのもと、もてなし家前の会場は、家族
連れで大賑わいでした。

■二十四日、心の講演会
働く人のうつ病「うつって何？」を
テーマに長岡保養園・角田典穗院長を
講師に心の講演会を開催しました。
講演会では、「う
つ」は気の怠けや心
の持ち方ではなく、
「脳」の病気との話
がありました。
★ストレスをためな
い生活をしましょう。
★趣味を見つけたり、
休養を心がけまし
ょう。
■二十五日、「はちすば通り」街なみ
環境整備の検討始まる
良寛さまゆかりの施設が密集するは
ちすば通り。この通りのある島崎地区
の街なみ環境整備を検討する初会合が
開かれました。地元良寛会や沿線住民
の代表などが参加し、通りを実際に歩
いてその魅力と課題を話し合いました。
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■二十六日、和島太鼓で国際交流
在住外国籍（九カ国）市民二十一名が、
和島地域を訪れ、和島太鼓の演奏を聞いた
後、樽太鼓に挑戦しました。
タイから来岡して一年になるウィ・シャ
ーさんは「音が大きくて驚いた。音がそろ
っていてすばらしい。子供たちも一生懸命
演奏していてかわいい」と話していました。

▲中国、タイ、インドネシア、
マレーシア、ネパール、アメリ
カ、ニュージーランド、スリラ
ンカ、フィリピンの皆さんとの
記念撮影(北辰中学校体育館)

平成１８年１２月１８日

（上記以外業務）

■年末年始のごみ収集とし尿のくみ取りのご案内（問い合わせ先：和島支所市民生活課）
12 月
1月
和島地域
29 日
30 日 31 日 1 日 2 日 3 日
4日
5日
金
土
日
月
火
水
木
金
◆ごみ収集
平常通り
休み
平常通り

「もえる
ごみ」のみ
特別収集

◆し尿受付
平常通り
休み
平常通り
申し込み先：(有)タカハシ環境サービス ☎７４－２４３３
◆中之島クリーンセンター（中条新田 1080－2）☎（０２５６）９７－２１３０
年末は、１２月３０日（土）午後４時３０分まで「もえるごみ」「もえないごみ」
「粗大ごみ」を受け入れます。
＜お 願 い＞
１．資源ごみの収集運搬及び個人搬入は受けられませんので、指定の資源ごみ収
集日に出してください。
２．し尿くみ取りは、混雑や降雪状況により、申し込みからくみ取りまでの日数
がかかる場合がありますので、早めにお申し込みください。
３．くみ取り口の除雪と、くみ取り車の駐車場所の確保にご協力をお願いします。
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■年末年始の支所の業務のご案内 （問い合わせ先：和島支所 代表☎７４－３１１１）
12 月
1月
業務名
29 日
30 日 31 日
1日
2日
3日
金
土
日
月
火
水
市民生活課（窓口業務） 8:30～17:15
休み
保健福祉課（福祉業務） 8:30～17:15
休み
和島支所
休み
和島公民館
休み

募集

○受付期間及び選考日
・随時
○選考内容
・面接及び簡単な筆記試験
○その他
・定員になり次第募集を終了します。
・見学等は随時受け付けています。
・詳しくは、新潟県立三条テクノス
クールへご連絡ください。
○問い合わせ先
新潟県立三条テクノスクール
☎〇二五六―三八―八五二〇

■第二十回長岡地域
対抗スポーツ大会
参加者募集について
初参加の和島地域は下位ブロック
からの参加となることから、より友
好的な交流戦が予想されます。奮っ
てお申し込みください。
期日・競技種目は、次のとおりです。
○二月十一日(日)バドミントン・卓球
○二月二十五日(日)
男女混合バレー・ソフトバレー
○三月十一日(日)綱引き・インディアカ
○申込期限 一月十五日（月）
○参加条件・会場等詳細の問い合わせ先
教育委員会和島分室
☎七四―三一一一
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■冬期間の除雪作業にご協力ください

☃路上駐車は、作業事故の原因となりま
すのでおやめください。
☃除雪車には、絶対に近づかないように
してください。
☃玄関や車庫に残った雪は、皆さんで処
理をお願いします。
＊道路上への雪の投げ捨てはしないで
ください。
＊消火栓のまわりに雪をおかないでく
ださい。
☃雪の重みにより道路上に垂れ下がった
樹木等の処理にご協力ください。
◎除雪に関するお問い合わせ先
・市道に関すること
和 島 支 所 建 設 課（☎七四―三一一一）
・県道に関すること
与板維持管理事務所（☎七二―三一八五）
騒音や振動でご
振動でご迷惑
でご迷惑をおかけ
迷惑をおかけ
☆ 騒音や
します。
します。
皆様のご理
をお願いします。
いします。
皆様のご
のご理解をお願

■被災住宅復興資金融資の対象となる工事の
完了期限などを延長しました
長岡市住宅建設等制度融資「被災住宅復興
資金」の取り扱い期限を、次のとおり延長し
ました。（融資の限度額、年利率などの条件
は変更ありません。）
変更前
変更後
工事完了後、又は
平成 19 年 平成 19 年
売買契約締結後
3 月 31 日 12 月 28 日
の工事完了届の
(土)
(金)
提出期限
平成 19 年
融資申し込み期
3 月 31 日 変更なし
限
(土)
■新潟県立三条テクノスクール
平成十九年度普通課程生徒募集について
○募集科・募集人員
・メカトロニクス科 十三名程度
・工業デザイン科
十三名程度
・生産システム科
五名程度
○応募資格（各科概ね三十歳以下の方）
・メカトロニクス科 高卒以上
・工業デザイン科
高卒以上
・生産システム科
学歴不問

▲トキめき新潟国体マスコッ
トキャラクター「キッピー」
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◆二六日、ジュニアバレー
指導者講習兼合同練習会
長岡圏域（長岡市、小千谷市、見
附市、出雲崎町、川口町）から八チ
ーム約百五十名が参加。ＮＨＫの教
育番組でジュニアバレー指導をして
いる工藤憲氏の熱のこもった指導に、
和島地域のチーム「リトルエース」
の選手も熱心に練習に取り組んでい
ました。

▲トキめき新潟国体
マスコットキャラク
ター「トッピー」

◆十八日、
八丁紙作りに挑戦

和島地域生涯学習キャラクター

第三回こなかクラブが、
お正月に神棚に飾る「八丁紙」を作り
ました。参加した小中学生等二十六名は、
普段持ち慣れないカッターナイフを上手に
使い、来年の干支「亥（ゐ）＝いのしし」
を見事に切り抜きました。

◆十九日、和島体協
第二十七回バスケットボール大会
全十一チーム八十五名が、北辰中学校体
育館を会場に熱戦を繰り広げました。
優勝は、前回大会優勝の教員チームを四
点差でかわし、強豪揃いのブロックを勝ち
上がった「ＧＴＯ」。｢ＧＴＯ｣は、後輩一名
を加えた二十歳の同級生で構成されたチー
ムで、この大会を同級会代わりに集まりま
した。中学時代の部活動で鍛えた息の合っ
たパスまわしを披露し、楽しそうに駆け回
っていました。

優勝チーム
「ＧＴＯ」→
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