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わしまホットニュース♪
思いでいっぱい 桐島小、島田小 最後の大運動会！！
桐島小学校は創立 100 周年、島田小学校は
創立 105 周年を迎え、その長い歴史に幕を降
ろす今年、最後の大運動会が、両校それぞれ
で盛大に行われました。両校の児童たちは、
学校への感謝の気持ちを胸に、毎日の練習の
成果を十分に発揮し、運動会を楽しんでいま
した。また、応援に駆けつけた保護者や地域
の方も一緒になって声援を送っていました。
【５月２４日】
▲校舎の絵と「祝・桐島小百周年」の文字が描かれたパネ
ル（桐島小５年生）

▲バトンタッチだ！
（島田小 高学年リレー）
▲「ありがとう島田小 思い出に残そう 大運動会」
（島田小 運動会スローガン）空いっぱいに風船が・・

↓↑さあ、応援合戦だ！（桐島小）

▲待て待て～！「いざ出陣
ザ・騎馬戦」（島田小）

←↑「レッツ・ラ・ゴー！たまに
は親子でフィッティングー」
↓↑くす玉わり（島田小）
（桐島小 5 年生親子）
失敗も・・・！？

▲「親子で てんやわんや
で大騒ぎ！」（桐島小 1 年生
親子）

今年は良寛生誕２５０年です！！
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わしまホットニュース♪
竹灯篭ライトアップ（宇奈具志神社）

良寛さまを偲んで・・・・・。
今年は、良寛生誕２５０年。和島
地域では、書家内山玲子さんの特別
展を皮切りに、６月に入って、良寛
禅師墓前法要や朗読ライブ、春の茶
会といったイベントが次々と行わ
れました。また、地域住民の協力の
もと、良寛史跡の清掃や、はちすば
通りの竹灯篭ライトアップなど、良
寛さまを偲び、心のこもったおもて
なしで、訪れる来場客の心をつかみ
ました。

▲良寛さま朗読ライブ（出演：
越後語り座）、島田小学校児童
たちも見学【６月６日】

▲良寛禅師墓前法要（隆泉寺）、桐島
小学校児童たちも参加。【６月６日】
全国良寛会長岡大会（長岡市立
劇場）にて、「良寛史跡の復興を
支援する会」が募金活動を行い
ました。【６月７日】

▲和島島崎地区まちづくり協議会
主催の「良寛史跡の清掃活動」、協
議会・地域住民合わせて約５０人
が参加しました。【６月１日】

見て！食べて！楽しんで！
道の駅良寛の里わしまでは、春の楽市楽座が
開催されました。鯉のつかみ取りや大道芸人に
よるパフォーマンスショーに、子どもたちも大
喜びでした。
【５月２５日】

▲いか焼き（玉子
入り）が大人気！

与板消防署管内長岡市消防団
5 方面隊合同研修実施

区長会議＆市政なんでも相談会開催
区長会議において、自主防
災会結成及び活動支援に関す
る説明や、がん検診受診につ
いてなどの説明がありまし
た。会議終了後は、各集落か
ら市への要望や困っていることなどについて相談を受ける、
市政なんでも相談会が開催されました。
【５月２１日】
合同研修は、三島支所正面駐車場
を会場に、中之島、三島、和島、寺
泊、与板の５方面隊の初任団員、機
関係員等部門別に実施され、参加者
は真剣に取り組んでいました。
【５月１１日】

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～ ６月の健診・相談日等をお知らせします。
期 日
事業名
会 場
対 象
受付時間
ぴよまま 和島
午前９時３０分
７月１８日（金）
就園前のお子さんと保護者
保健センター
～11 時 実施
広場
３歳児
三島
平成 17 年 2 月
午後 1 時
７月２４日（木）
保健センター
平成 17 年 3 月生
～1 時 45 分
健診
三島
（１回目）平成 1９年 11,12 月生 午後１時４５分
（２回目）平成 1９年 9,10 月生
保健センター
～２時３０分
※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)

７月２９日（火）

ポリオ
予防接種

今年は良寛生誕２５０年です！！
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■和島地域の人口
（平成 20 年６月 1 日現在）
前月比

人 口
総数
内 男
訳 女
世 帯
数

4,801 人

－7

2,294 人
2,507 人

－1
－6

1,319
世帯

－1
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お知らせ
長岡市消防団“和島方面隊”春季演習開催
長岡市消防団和島方面隊春季演習が、次のとおり実
施されます。団員はこの日のために、日々訓練に励ん
でいます。その成果をぜひご覧ください。
【日時】
平成２０年７月６日（日）午前１０：３０開始
【会場】
（晴天時）和島支所駐車場
（雨天時）和島体育館
【参加団員】
２０９名
【内容】
通常点検、ポンプ操法、機械器具点検、
部隊訓練、放水訓練、分列行進
【問い合わせ先】
長岡市与板消防署（☎７２－２５７２）

違法駐車の取り締まり強化！（与板警察署）
与板警察署では、６月１日から下記のとおり重点
的に違法駐車の取り締まりを行います。
○取締路線名：国道４０３号線【与板地域】
（千体橋交差点～原浦橋交差点の間）
○時間帯：バス運行時間帯及び冬期間
※ただし、違法駐車の状況、駐車苦情、交通事故
の発生状況、イベント等の開催状況等を踏まえ、
その他の場所、時間帯においても必要に応じて
違法駐車の取締りを行います。

付いてますか？住宅用火災警報器
消防法の改正により、全ての住宅に住宅用火
災警報器の設置が義務づけられています。
消防庁の統計によると、住宅火災の死者の約
７割が逃げ遅れによるものです。それを防止す
るため、すべての住宅に住宅用火災警報器の設
置が義務づけられました。
【設置する場所】
①すべての寝室
②階段（寝室が２階以上にある場合）
③廊下（寝室がない階で、７平方メートル以上あ
る居室が５室以上存する階）
【設置の期限】
・平成１８年６月１日以降の新築住宅は新築時、
・平成１８年５月３１日以前の既存住宅は、平成
２３年５月３１日までに設置が義務付けられ
ていますが、早期に設置しましょう。
【問い合わせ】
長岡市消防本部 （☎３５－２１９０）
長岡市与板消防署（☎７２－２５７２）

※不適正な訪問販売に注意！！
消防職員等が各家庭を訪問して販売やあっ
せんをすることはありません。
「だまされた、高額な請求をされた」そんなとき
は、早急に長岡市消費生活センター（市民セン
ター3 階 ☎32-0022）にご相談ください。
○相談時間：月～金の午前 9:00～午後 4:30

与板無憂苑斎場の休場について
統計調査員を募集しています。
国勢調査など、統計法に基づく各種統計調査は、
まちづくりのための重要な資料となります。各種統
計調査の調査員としての任命期間中は、非常勤の公
務員として活動していただきます。調査終了後、対
象件数に応じて報酬をお支払いいたします。
和島地域の調査員として熱意を持ってご協力い
ただける方のご応募をお待ちしています。
【応募用件】※次の３つの条件をすべて満たす方
①20 歳以上、秘密保護に関して責任のもてる方
②税務・警察に直接関係のない方
③選挙に直接関係のない方
【問い合わせ先】
和島支所地域振興課 地域振興・防災係
（☎７４―３１１１）

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ています。
休場期間中は、下記のとおり他の市内の斎場を
ご利用ください。
●休場期間：平成 20 年 7 月 17 日（木）まで
●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）

和島オートキャンプ場クーポン券
（H20.7 月末まで有効）※コピー不可

今年は良寛生誕２５０年です！！
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▲アフロヘアーと法被に身を包んだ
講師：菊地武典さん（城之丘）

～和島地域の若者達よ！～
青年夢来が会員を募集しています。わ
しままつりや生涯学習フェスティバルな
ど、地域の行事を青年夢来で盛り上げよ
う！自分たちで事業を企画しよう！
お申込についてのお問い合わせは、
教育委員会和島分室までお願いします
（申込書は和島分室にあります）。
電話、FAX でも受け付け可能です。

７月１日（火）～９月７日（日）

教育委員会和島分室
ＴＥＬ：７４-３１１１ ＦＡＸ：７４－２７９１

【開館時間】
①９：００～１２：００、
②１３：００～１７：００、③１９：００～２１：００
※７月２４日（木）～８月３１日（日）以外
の平日は③のみ開館
【料金】
小・中学生５０円、高校生以上
１００円、小学生未満無料
※小学３年生以下は保護者同伴

※勤務時間・賃金・
申込書詳細につい
て は教育 委員 会和
島分室まで
（☎７４－３１１１）

青年夢来会員募集！

プール監視員アル
バイト募集中！！
●勤務内容
受付,電話対応,プー
ル及び周辺監視等
●勤務地
和島Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター
●募集人数
１～２名程度

和島Ｂ＆Ｇ海洋センター
プール開館のご案内

今年は良寛生誕２５０年です！！
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ソフトボール大会

【大会結果】
★優勝：「駅前村民チーム」
☆準優勝：「リバーサイド」
☆３位：「駅前市民」、
「寺町・小谷」

６月１日（日）、和島野球場及び
和島運動広場を会場にソフトボー
ル大会が行われました。さわやかな
快晴！と思いきや、前日の雨の影響
で、会場整備からスタート。体育指
導委員を中心に参加者のみなさん
の積極的な協力のもと、ようやくゲ
ーム開始。歓声が飛び交うなか好プ
レー、珍プレー続出でした。結果は
次のとおりです。

５月 日（木）
、開講
式に引き続き第１回学
習会を開催しました。
「越後長岡百景和島物
語」と題して、講師に菊
地武典さんをお迎えし、
手作りの紙芝居とユー
モアたっぷりの話術に、
受講者の皆さんは吸い
込まれてしまいました。

いきいき大学開講

▼優勝した「駅前村民チーム」
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！！

寒さなんて吹っ飛ばせ！
～トリムハイキング～
５月 日（日）
、和島公民館
主催トリムハイキングが行わ
れました。当日は約１４０名が
参加。天候はあいにくの曇り、
肌寒いなか「道の駅 良寛の里
わしま」をスタートしました。
目的地山田海岸は、風が強
く、より寒さを感じたにも関わ
らず、到着した子どもたちは元
気いっぱいに砂浜を走りまわ
り、寒さなんかお構いなし
恒例の豚汁作りは、風が強か
ったため苦戦すると思われた
が、体育推進員の方たちを中心
に、参加者のみなさんが協力し
合い、熱々のおいしい豚汁が完
成♪寒い中での豚汁の味は、ん
～も～たまらん。
その後、体育指導委員主催の
「お楽しみ宝探し」で子どもた
ちはまたまた大ハッスル！
帰りは、子どもたちの元気パ
ワーのおかげか、雲を吹き飛ば
し、青空も見え始めました。
参加者の中には、歌を歌いな
がら帰ってくる班もあり、とて
もさわやかな光景でした。
１１

