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わしまホットニュース♪
良寛生誕 250 年記念事業スタート！
【5 月 1 日】
良寛の里美術館にて、書
家の内山玲子さんの特別
展が開催されました。感謝
状贈呈やテープカットな
ど、記念事業の幕開けにふ
さわしいオープニングセ
レモニーとなりました。
また、美術館内には、良
寛と貞心尼をテーマに制
作したふすまやびょうぶ
など７点が展示され、会場
には約 150 人もの方が来
場されました。
（特別展は 5 月 31 日まで）

▲内山玲子さん（中央）

今年の夏は、落水海水浴場へ！
【４月２０日】
ボランティア約 150 名が参加して、早
朝から「海岸清掃」を行いました。冬の
間に打ち寄せられた空き缶やペットボ
トル、プラスチックごみや流木などを回
収しました。今年の夏は、キレイになっ
た落水海水浴場で、思いっきり楽しんで
みてはいかがですか♪

田植え、コシヒカリ万歳！

紅東（べにあずま）、４８０本！

【５月８日】
島田小学校５年生が、コシヒ
カリの苗を植えました。地元の
オカアチャンたちに植え方を聞
きながら、裸足で上手に田んぼ
を歩きました。あっという間に
隙間なく苗が植えられ、「もう終
わり？」という声が聞こえてきました。収穫までの間、田んぼの管
理や稲の成長を観察していきます。秋には稲刈りが待ってるよ！

【５月７日】
島田小学校全校生徒がサツマイモ
（品種：紅東）の苗植えを行いました。
紅東は、他のサツマイモとは一線を画
す“ホックリ感”と“強い甘み”が
特徴。秋ごろ収穫し、給食や道の駅な
どで披露される予定です。
も～秋まで待てない！！

桐島小学校、交通安全教室
【４月１５日】
桜咲く快晴の中、桐島小学校で交通
安全教室が開催されました。子どもた
ちは、いつもよりちょっと緊張した様
子で、おまわりさんや交通指導員の指
導を受けながら、正しい自転車の乗り
方や歩き方について勉強しました。

今年は良寛生誕２５０年です！！
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▲足元の悪い中、ひとつひとつ丁寧に
ペットボトルで水をあげました。
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わしまホットニュース♪
今年のキャンプ場はココがすごい！！
① 手ぶらで来てもＯＫ。
何もいりません。テントからバーベキュー
セットや食材まで、必要な道具はすべて取
り揃えてあります。あとは大切なひとと・・。
② いつでも使えるテニスコート☆
空いていればいつでも使用可能（１コート１
時間 1,000 円）。もちろん、ラケットやボー
ルもあります。目指せ、ウィンブルドン！
③ 各種サービス券を用意。
キャンプ場周辺にある温泉施設などの割
引券をご用意しております（キャンプ場ご
利用の方のみ）。ゆっくりといかが・・・？
④ ７月末まで予約された方に、豪華商品を
プレゼント！（和島地域の方限定）
７月末までに、当キャンプ場を利用された
方（和島地域の方限定）には、①木炭３kg
②つぶ貝１串③ホタテ１串のうち、どれか
１つをプレゼントします。
※今月号「わしま支所からのお知らせ」の３ページ

キャンプ場オープン！今ならサービス満点！
【４月２６日】
和島オートキャンプ場
がついにオープンしまし
た。今年の 4 月から指定
管理者制度が導入され、
よりきめ細かいサービス
の向上を目指します。
また、今年最初のお客様は、
群馬県からお越しの相川さん
一家。「初めて来ましたが、遊
ぶところがたくさんあるし、眺
めも良い、また来たいです」と
話していました。相川さん一家
には、スタッフから木炭３kg
がプレゼントされました。

長岡市地域政策監が和島地域を視察

右下に付属の「クーポン券」をご持参ください。

オートキャンプ場＝℡：０２５８-７４-３０１０

天まで届け！こいのぼり！！
【４月２３日】
和島幼稚園・保育園にこいのぼりが設置さ
れました。園児たちは「手がとどきそう」と
喜んでいました。（５月末まで）

▲山崎地域政策監（中央）と「越
後鉄道の歴史を考え住雲園を守
る会」代表の片桐さん（左）

【４月２１日】
復興と地域振興に全力を
注ぐため、4 月から新たに
配置された地域政策監が、
はちすば通りをはじめ、妙
法寺や住雲園などを視察。
今後のあり方などについて
検討しました。

←その陰には、民
生委員・児童委員
の方たちの、汗と
涙の物語がありま
した・・・。

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～
期 日
事業名
会 場
６月４日（水）

1.6 歳児健診

三島保健センター

６月１３日（金）

ぴよまま広場

和島保健センター

６月の健診・相談日等をお知らせします。
対 象
受付時間
平成 18 年 10 月
午後 1 時～1 時 45 分
平成 18 年 11 月生
就園前のお子さんと
保護者

午前９時３０分～１１時実施

平成 19 年 11 月
乳児相談（赤ち
三島保健センター
午前９時～９時３０分
ゃん）相談
平成 19 年 12 月生
※健診・相談会のお知らせは、実施月の前月 10 日前後に保護者あてに郵送しています。
【問い合わせ先】：保健福祉課(☎７４－３１１１)

６月２０日（金）

今年は良寛生誕２５０年です！！
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お知らせ
～良寛の里お茶席のご案内～（1 席 300 円）
良寛の里では、今年も下記のとおりお茶席を開設し
ております。お気軽においでください。
○日時：11 月までの日曜と祝日
○場所：良寛の里わしま 茶室「指月亭」
詳しくは良寛の里美術館へお問い合わせくださ
い。（☎７４－３７００）

6 月 1 日から道路交通法が一部改正されます
1．普通自転車の通行方法等に関するルールの改正
従来、普通自転車は、道路標識等で指定された
場合のみ歩道を通行できましたが、
今後は、
・標識で指定された場合（従来どおり）
・運転者が、児童（6 歳以上 13 歳未満）、幼児（6
歳未満）の人や 70 歳以上の高齢者、身体の不
自由な人等である場合
・車道交通の状況からみてやむを得ない場合
にも歩道を通行することができるようになります。
※児童･幼児の自転車乗りの保護者は、ヘルメッ
ト着用に努めることとなります。（努力義務）
２．後部座席シートベルトの着用義務化
自動車の運転者は、助手席以外の席についても
シートベルトを装着しない者を乗車させて自動
車を運転してはなりません。（－点数 1 点－）
⇒運転者は、自動車を運転す
る際、同乗者全員にシートベル
トを装着させなければなりません。
※基礎点数が付加されるのは、
高速自動車国道や自動車専用
道路上に限ります。
３．高齢運転者標識、聴覚障害者標識の表示義務
と表示した車両に対する保護規定
①75 歳以上の者・聴覚障害のある方が、普通自
動車を運転する場合、それぞれ高齢運転者標
識・聴覚障害者標識を表示しなければなりませ
ん。
【罰則等】2 万円以下の罰金又は科料
反則金（普通車）4,000 円、点数 1 点
（70 歳以上 75 歳未満の高齢運転者は、従来どお
り表示に関して努力義務です）
②高齢運転者標識、聴覚障害者標識を表示してい
る普通自動車に対して、幅寄せや割り込みなど
を禁止します。
【罰則等】5 万円以下の罰金、
反則金（普通車）6,000 円、点数 1 点

中之島・見附市今町大凧合戦の
市民観覧席を設置します！
～大空にとどけ復興への思い
集まれ市民応援団～
中之島地域ふるさと創生事業実行委員会は、大
凧合戦の醍醐味を大勢の方から味わっていただ
くために、市民観覧席（桟敷席）を設置します。
350 年以上の歴史を持つ、越後名物「大凧合戦」。
約８畳の大きさの大凧同士が威勢よくぶつかり
合います。観覧席は、すべて自由席です。
どうぞお気軽にご利用ください。
○設置期間 大凧合戦開催期間中
６月７日（土）～９日（月）
○設置場所 刈谷田川今町大橋下流左岸堤防
○大 き さ 約８０人収容 18.0ｍ×5.4ｍ
○席 料
無料（全席自由）
○駐車場
中之島支所周辺駐車場をご利用く
ださい。
○問い合わせ先
長岡市中之島ふるさと創生事業実行委員会
（中之島支所地域振興課内）☎６１－２０１０

中之島
公民館

大凧合戦会場
市民観覧席設置場所

人権相談を実施します（秘密厳守）
親子、夫婦、扶養、相続、名誉、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）
○期 日：6 月 10 日（火）
○時 間：午前 10 時～午後 3 時
○会 場：和島保健センター2 階 乳児指導室
○和島地域の人権擁護委員
遠藤 てつ子さん（村田）
柳
繁雄さん（城之丘）
○問い合わせ先：地域振興課☎７４－３１１１

和島オートキャンプ場クーポン券
（H20.7 月まで有効）※コピー不可

今年は良寛生誕２５０年です！！
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わし麻呂通信

25

『
ひよこ教室』
参加者募集！

13

～子育て仲間を作りましょう～

音楽を使った遊びやコ
ミュニケーション方法、育
児のヒントや子どもの脳
の不思議についてなどな
ど、親子の学び盛りだくさ
んで開催します 。
○開催場所＝和島保健セン
ター２階 乳児指導室
○年 回開催予定
○参加費＝無料
○定 員＝ 組（先着順）
○申込方法＝５月 日（金）
～ ６ 月 日 （ 金 ） まで の
間に、申込用紙・電話・
にてお申し込みくださ
い。なお、申込用紙は、
和島分室のほか、支援セ
ンター （和島幼稚園内）
にもあります。
※詳細につい
ては、和島公
民館（和島分
室）へお問い
合わせくださ
い。
（☎ ‐３１１１）
10

74

FAX

30

17

◆サークル
コーナー◆

10

初心者太極拳教室

特別コース３日間で太
極拳を体験してみません
か！
●開催日
６月 日、 日、 日
（いずれも火曜日）
●時 間
午後７時 分～９時
●場 所
桐島小学校体育館
●参加費
１，０００円
●持 物
動きやすい服装、
内履き
◎問い合わせ
竹内さん☎０９０・９７
４７・６９７１
※太極拳教室は、毎週火曜
日 ！ 見 学 自 由 ！ どな た
でも参加できます！

麻呂も体験！
はぁ～！

PR

24

集まれ！わしまのＮＥＷヒーロー！！
＜プロフィール＞
●氏名：八子 江梨子（やこ えりこ）さん
●年齢：２８歳（理学療法士）
●住まい：阿弥陀瀬（あみだせ）
●趣味：お出かけ、トレーニング（うさぎ跳び・かえる跳び）
●活動内容：和島剣道教室指導員
（週２回、和島地域の小学生を指導しています）

＜インタビューＱ＆Ａ＞
Ｑ：自分の性格をひとことで言うと？
Ａ：社交的です。そして、怒れない性格です・・・。
Ｑ：その性格では、生徒に怒れないのでは？
Ａ：そのとおりです・・。しかし、子どもたちには強くなっ
てもらいたいので、一生懸命指導しています。
Ｑ：和島の好きなところは？
Ａ：海が近いことと、最近ようやく携帯電話の電波が通
じるようになったことです！バリバリです（笑）
Ｑ：和島に必要なものは？
Ａ：地域内を回るバスなどがあると、高齢者の方たち
は喜ぶと思います。何かと不便ですから・・・。

■和島地域の人口
（平成 20 年５月 1 日現在）

人口総数
男
内訳
女
世帯数

4,808 人
2,295 人
2,513 人
1,320 世帯

前月比
－13
－8
－5
－3

Ｑ：今後の夢や目標をお聞かせください。
Ａ：子どもも大人もみんなが元気に生活できるよ
う、剣道以外にも微力ながら地域に貢献してい
きたいです。
Ｑ：最後に一言と・・・ストレス発散方法を！
Ａ：わしまの子どもたち！剣道は楽しいスポーツで
す。それから・・・良く寝てストレス発散です♡
～素敵な笑顔の八子さんでした。そのパワーで
“わしま”を盛り上げていってください。
ありがとうございました～

「与板無憂苑斎場の休場について」
斎場の火葬炉改修工事に伴い、次のとおり与板無憂苑斎場を休場します。
なお、休場期間中は、市内の他の斎場をご利用ください。
● 休場期間＝平成 20 年 5 月 9 日（金）～7 月 17 日（木）
● 期間中ご利用いただく各斎場
＝長岡市斎場（鉢伏町 1815）、小国斎場（小国町法坂 576-1）、
寺泊斎場（寺泊吉 20）、栃尾斎場（栃尾山田町甲 1235-8）
問い合わせ＝和島支所市民生活課市民係（☎７４-3111）
今年は良寛生誕２５０年です！！
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