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わしまホットニュース♪
国立磐梯青少年交流の・・・「いぇ～い！！」
少年教室のメンバー２
９名が、2 泊 3 日の日程で
福島県の「国立磐梯青少年
交流の家」を拠点に自然豊
かな環境の中で、野外活動
や様々な体験をしてきま
した。
子どもたちは猛暑の中、
各班に分かれ、野外炊飯や
キャンプファイヤー、森の
スタンプラリーなどを、試
行錯誤しながらなんとか
チームワークで乗り切り、
達成感でいっぱいでした。
笑いあり、涙ありの三日
間、たくさんのドラマが繰
り広げられ、一生の思い出
に残る宿泊研修となりま
した。
【８月７日～９日】

▲「１、２、さ～ん」でハイ、チーズ！

▲キャンプファイヤー
▲リトルアドベンチャー（達沢不動滝）

▲創作活動（木工作）

▲野外炊飯（カレーライス作り）

▲森のスタンプラリー

▲モーターボート体験（桧原湖）▲
今年は良寛生誕２５０年です！！
― 1 ページ －

第 22 号/2008．8．18 発行

わしまホットニュース♪
「うわぁ～スライムだ！」子ども緑陰図書館

▼カブトムシも
やってきた！！

▼スライム作りに挑戦

夏休みの特別イベントとして子ども緑陰図書館が和島幼稚園を訪れ、内容
盛り沢山のお楽しみ会が行われました。
当日は夏休みということで、図書を満載した米百俵号も２台で巡回。参加
した子どもや保護者ら４０人余りが、図書館職員による読み聞かせや科学の
実験などを楽しみました。
【７月３０日】

▲手作り望遠鏡

満天の星空を満喫！！
この日の夜、和島オートキャンプ場は満天の星空に包まれまし
た。
“ＮＰＯ法人星空ファクトリー”の説明で、
「星空かんさつ会」
が始まり、鍋などの材料で作った望遠鏡を覗いて、子どもたちは
「手が届きそう！」と大はしゃぎ。参加者たちは、キャンプ場の
大自然の夜空を満喫しました。【７月３０日】

集落環境保全 合同視察研修実施（荒巻地区）
荒巻地区の「農地・
水・環境保全向上対
策」の取り組みを参考
にしようと、胎内市坂
井地区の農家組合と
坂井稲友会約２５名
▲坂井地区環境保全向上隊の報告
が視察に訪れました。
“桐原環境保全の会”
の活動内容の報告や、
マコモタケの栽培に
ついての説明があり
ました。
▲桐原環境保全の会による「ふる
【７月１３日】

はちすば通りを歩いて・・・

【７月２７日】

本年度第１回住民ワークショップが開催され、和島
島崎地区まちづくり協議会メンバーらが、実際にまち
を歩きながら、街なみ整備のイメージを確認したり、
施設の活用方法などについて意見交換を行いました。

さと魅力発見」についての説明

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～
期 日
事業名
会 場

９月の健診・相談日等をお知らせします。
対 象
受付時間

9 月 10 日
三 島 保 健 （1 回目）平成 20 年 1,2 月生
午後 1 時 45 分
ポリオ予防接種
（水）
センター
（2 回目）平成 19 年 11,12 月生
～2 時 30 分
9 月 25 日
三島保健
午後 1 時
３歳児健診
平成 17 年 4,5 月
（木）
センター
～1 時 45 分
9 月 26 日
和島保健
午前 9 時 30 分
ぴよまま広場
就園前のお子さんと保護者
（金）
センター
～11 時実施
※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)

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８月１日現在）
前月比

人 口
総数
内 男
訳 女
世 帯
数

4,793 人

－6

2,296 人
2,497 人

－2
－4

1,319
世帯

－2
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お知らせ
防災無線（戸別受信機）の電池は
大丈夫ですか？
６月に発生した岩手・宮城内陸地震の一部の被災
地で、電池切れのため戸別受信機が機能しなかった
という事例があったことから、皆さんのお宅に設置
してある防災無線（戸別受信機）の電池の確認をお
願いします。
また、戸別受信機の電池は液漏れによる故障を防
止するために、１年に一回の交換をお願いしま
す。
【問い合わせ】
地域振興課 地域振興・防災係（☎７４－３１１１）

将来のまちづくりについて、意見交換会を
開催します！
（都市計画マスタープラン意見交換会）
みなさんは、お住まいの地域をどのような “地
域”にしていきたいと考えていますか。
この意見交換会は、普段の生活の中で感じている
身近なまちづくりの問題点などを話し合う場です。
将来のまちづくりを、この機会に一緒に考えましょ
う。
○日時：８月 25 日（月） 午後７：００～９：００
○会場：和島保健センター ２階乳児指導室
○申し込み：不要（直接会場へお越しください）
○参加料：無料
○詳細については、支所１階ロビーに設置して
ある意見交換会のパンフレットをご覧ください。
【問い合わせ】
都市計画課（☎３９－２２２５）

島田小学校の兎ヶ丘で
野鳥を観察しませんか!!
野鳥の会の皆さんと、大自然の島田小学校「兎ヶ
丘」で野鳥を観察しましょう！！
○日 時 ：８月２４日（日）、９月２８日（日）
午前６:００～９:００ ※雨天決行
○観察地：島田小学校兎ヶ丘およびその周辺
○集 合 ：島田小学校グラウンド横
○対 象 ：小学生～一般（小学生は保護者同伴）
○持ち物：筆記用具、長袖、雨具、双眼鏡など
○申込み：当日参加ＯＫです。
※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでも申込を受付けています。
【問い合わせ】
長岡市立科学博物館（☎３２－０５４６）

大口れんこん収穫体験ツアー（中之島）

～掘って

食べて

新発見！～

○日時：９月 27 日（土）午前 10:00～午後 2:00
○集合場所：
にいがた南蒲農協上通支店大口れんこん集出
荷場（ＪＲ押切駅隣）
住所：長岡市押切新田 1-8 ℡24-6872
【車の場合】･･･午前 9:30 集合
【電車の場合】（押切駅下車）
･･･長岡駅発押切駅到着時間＝午前 9:13
･･･新潟駅発押切駅到着時間＝午前 9:49
※押切駅から集合場所まで徒歩１分
○内容：大口れんこんの収穫体験、大口れんこん
を使用した料理教室、取れたて大口れん
こん料理の昼食ほか
○参加料：一般 3,000 円（高校生以上）
子ども 2,000 円（小・中学生）
○定員：２５人（応募多数の場合は抽選）
※詳細は申込み受付終了後お知らせします。
○申込方法：
往復はがきに、郵便番号・住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を記入して９月１２日（金）必着
で、〒954－0192 長岡市中之島 788 中之島
支所地域振興課へ
【問い合わせ】
中之島支所地域振興課 （☎６１－２０１０）

芸術の祭典
「長岡市美術展覧会（市展）
」作品募集！
※募集要項・出品申込書等は９月初旬に和島支
所地域振興課に設置します。
○出品部門＝日本画、洋画、彫刻、
工芸、書道、写真
○応募基準＝創作作品で未発表のもの
○応募資格＝中学生以上（市外の人も可）
○作品搬入＝１０月２７日（月）
午後２:００～午後７:００までに厚生会
館２階ロビー（写真部門は１階第１小
ホール）へ
○出品手数料＝一般：１点 １，５００円
（１点増すごとに１，０００円）、
中・高校生：１点 ５００円
○展覧会期＝１１月１日（土）～５日（水）
午前９:００～午後６:００
（５日は午後３:００まで）
○会場＝厚生会館大ホール、第１小ホール
【問い合わせ】 生涯学習文化課 （☎32-0437）

今年は良寛生誕２５０年です！！
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【大会結果】
★優 勝：「Ｂｉｇ Ａｃｅ」
☆準優勝：「下町下」
☆３ 位：「下小島谷」

【大会結果】
★優 勝：「ひまわりチーム」
☆準優勝：「村田チーム」
☆３ 位：「日高チーム」

和島支所３階を一部開放中！！

10

８月２９日（金）まで
午前 9;00～午後 5:00
和島支所 3 階

第 2 委員会室

８月 日（日）、和島地区体育協会
主催の野球大会が開催されました。若
手チームも出場し、ハッスルプレー続
出でした。
結果は次のとおりです。

▼優勝した「駅前チーム」

※ 但し、土・日は除きます。

開放
場所

20

第３７回和島地区野球大会開催！

ただ今、下記のとおり学習室として庁舎を開放し
ています。静かな空間で、勉強や読書をしたい方は
ぜひご利用ください！
※受付は２階の和島分室でお願いします。

利用
日時

11

【大会結果】
★優 勝：「駅前」
☆準優勝：「ＮＩＳＯＢＡ」
☆３ 位：「下富岡」

マナーを守り
ましょう！

教育委員会和島分室 ＴＥＬ：７４-３１１１

集まれ！わしまのＮＥＷヒーロー！！
＜プロフィール＞
チーム名：「そのうちできるもん～今はそっとしておいて～」
しょう た

ゆき むら

●メンバー：左上から 久住将 太（小島谷）、矢島幸群（上桐）、
ま さあき

こう き

左下から 加勢雅彬（北野）、久住昂希（小島谷）、
り き や

小林力也（東保内）
●活動内容：高校 1 年生のダンスユニット（ジャンル：ＨＩＰ ＨＯＰ）
週 3 回和島体育館で練習
●ダンス歴：チーム結成 11 ヶ月、ＴＶ番組「スーパーチャンプル」を見
て刺激を受け、リーダー久住昂希を筆頭に仲良し 5 人組
が集まった。チームワークの良さは金メダル並み！！

＜インタビューＱ＆Ａ＞
Ｑ：わしまの良いところは？
Ａ：人が温かいところです。特に、体育
館の管理人さんの「お疲れ様」の一言が心にしみま
す。統合小学校の現場を見るとなぜかホッとします。
Ｑ：現場ですか･･･。嫌いなところは？
Ａ：電車やバスの本数が少ないですね。せめてＪＲ吉田
駅までは増やしてほしいし、長岡行きのバスは必要！
あとこの前、練習帰りにすれ違った車のライトがハイに
なったままで、眩しくて田んぼに落ちそうになりました。
Ｑ：切実な悩みですね･･。何か要望はありますか？
Ａ：小学校にあるｾｰﾌﾃｨｰﾏｯﾄを使って練習したいです。

Ｑ：今後の夢や目標は？
Ａ：筋肉ムキムキ（雅彬）、いずれ和島でダンス教室を
開きたい（将太）、いつまでも踊り続ける（昂希）、和
島のダンス人口を増やす（幸群）、“和”を広げたい
（力也）、いつでも完全燃焼（チーム全体）
Ｑ：最後に一言お願いします！
Ａ：何よりこのメンバーで踊れることが心から幸せで
す。１０月の生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ目指して頑張ります！
皆さんぜひ見にきてください。 Ｐ．Ｓ．彼女募集中･･･。

今年は良寛生誕２５０年です！！
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わし麻呂通信
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ナイターバレーボール大会

Ａブロック

去る７月７日（月）～ 日（金）に
かけて、和島体育館を会場に総勢 チ
ームによる『第 回ナイターバレーボ
ール大会』が開催されました。今年度
は、例年とは異なり、Ａ・Ｂブロック
ごとに試合を行い、５日間にわたる白
熱したプレーが繰り広げられました。
結果は次のとおりです。

Ｂブロック

