みんなで投票、明るい選挙 新潟県知事選挙 告示日10／２(木)・投票日10／19(日)
長岡市選挙管理委員会・長岡市明るい選挙推進協議会

‼

!!

今回は︑和
島の原始時
代までさか
のぼりまし
た︒
和島︵旧和
島村三瀬ヶ
谷 字 松 ノ
脇︶で見つ
かった弥生
時代の土器
や矢じり︑
八幡林遺跡
か ら 見 つ
かったナイ
フ形石器な
どを見せて
いただきま
した︒

活動
日時

●北辰中学校弓踊り（15日）

村史講座
〜今年も、郷土の歴史を学んでいます！〜

さわやか健康クラブのご案内
只今、有酸素運動やスポーツマッサー
ジ、ウォーキング体操などなど、楽しく
健康な体づくりを行うことを目的に活動
中！！興味のある方はぜひ直接会場へい
らしてください。

!!

の4日間
ふるさと

和島体育館（小）

教育委員会和島分室

ＴＥＬ：74‑3111

●道の駅芝生広場
竹灯篭ライトアップ（15日）

●住雲園ライトアップ（14日）

第２・第４木曜日
午前９：30〜午前11：30

活動
場所

支所からのお知らせ
今年は︑４日間にわたっ
て開催された﹁ふるさとわ
しままつり﹂︒
多くのボランティアの
方々の協力により整備さ
れ︑新たに甦った住雲園で
の伝統行事等をはじめ︑道
の駅を幻想の世界に包み込
んだ３０００本もの竹灯籠
ライトアップ︒また島田・
桐島両小学校名では最後の
スクールバンド︑由緒ある
六夜祭・弓踊り行列︒そし
てフィナーレには夜空を彩
る大花火大会と︑まさに静
と動の ４日間となりまし
た︒
市民協働により作り上げ
たこの夢灯りは︑訪れた多
くの人の心に和らぎを与え
ました︒

25

わし麻呂通信

12

23

カヌーって楽しいな
海洋教室サマーカヌー３デイズ

小学２年生から６ 年生を対象
に︑海洋性スポーツや各種自然体
験活動を主とした海洋教室におい
て ︑８ 月 日 か ら 日 ま で の 毎 週
月 曜 日 の３ 日 間 ︑ ワ タ チ の 堤 で カ
ヌーを楽しみました︒
参加者は小学生 名と保護者の
方々︒初めての人でも︑初日から
カ ヌ ー に 乗 り ま す ︒や る ん で す
なにより︑実
践 が 大 切 で
す︒経験者は
スイスイ進ん
で い き ま す
が︑初心者は
当然︑バラン
スを崩す人︑
真っ直ぐ進め
ず一向に帰っ
て 来 れ な い
人︑カヌーご
と ひ っ く り
返ってしまっ
た 人 な ど ︑
様々でした︒
さてさて︑そ
んな３日間の
修行に耐え︑
少しは真っ直
ぐ進めるよう
に な っ た か
な？
次回は︑９
月 日 祝 の
Ｅボート長岡
寺泊大会に参
加してきま〜
す︒
11

月号

【今後の開催予定】９月30日（火）、10月21日(火)
当日参加もＯＫです!! 詳しくは和島分室まで。

●道の駅芝生広場
（15日）

●竹灯篭準備（15日）

集まれ! わしまのＮＥＷヒーロー!!

●小島谷おけさ/住雲園（14日）

＜プロフィール＞
●氏名：関川 大樹（せきかわ ひろき）さん
●年齢：30歳（独身・会社員） ●住まい：島崎
●趣味・特技：スポーツ全般（春夏秋冬）、アウトドア全般、料理、カメラ、
ミニ四駆（ʻ91タミヤスプリングカップ新潟大会優勝）
レコード・スニーカー収集、服作りなどなど･･･
●活動内容：和島Ｂ＆Ｇ海洋教室スタッフ（カヌー全国3位）
生涯学習フェスティバルinワシマ ボランティアスタッフ（Ｈ19）
アドベンチャースクール指導員（ＪＳＢＡインストラクターＣ級）

＜インタビューＱ＆Ａ＞

Ｑ：和島地域の好きなところは？
Ａ：自然が多いところですね。特に、落水
の滝付近の宿屋橋から見える夕日は最高です！
Ｑ：私も見たことがあります。キレイですよね〜。他には？
Ａ：道の駅はもちろんですが、なんと言っても小島谷駅の桜です。高校時代、
部活帰りの夜遅い時間によく見ながら帰ったものです･･･。一人で。
Ｑ：・・・。では和島地域に必要なものはありますか？
Ａ：バスケットゴールがある公園があったらいいかも。
Ｑ：気分転換の方法を教えてください。

Ａ：116号→椿の森→和島支所→自宅のルートで車を走らせ、途中で
農作業している人を見て帰ってくると、気持ちが落ち着きます。
Ｑ：今後の夢や目標は？
Ａ：お店を持ちたいです。みんなが集まれる空間を作りたいです。
Ｑ：最後に一言お願いします！
Ａ：オファーがあれば何でもやります。やらせてください！生涯現
役！やるんだてぇ〜
〜関川さんありがとうございました〜

和島オートキャンプ場『テントサイト（Ａ・Ｂサイト）開放ＤＡＹ』 和島地域住民の方にキャンプ場を開放します！！
●開放日：９月27日（土）・28日（日）●入場料：大人200円

編集・発行／長岡市和島支所地域振興課
TEL（0258）74−3111

※詳しくは和島オートキャンプ場まで（☎74−3010）

〒949‑4511 長岡市小島谷3434‑4 平成20年９月18日発行
FAX（0258）74−2791 ＵＲＬ http://www.city.nagaoka.niigata.jp

−４−

●大花火大会（17日）
●ミニコンサート/住雲園（14日）
●桐島小スクールバンド（15日）
●島田小スクールバンド（15日）

●飲食コーナー（15日）
●ほら貝の合図で竹灯篭点火（15日）

●弓踊り（16日）

わしまホットニュース♪
気持ち新たに

大人への一歩〜『強く優しい心を持った人に…』
毎年、帰省シーズンに行われる和島地域成人式
に、今年は49人が出席。式典では、新成人を代表
して本間拓夢さんが「己を知り、人を認めること
のできる強く優しい心を持った人となれるよう一
生懸命生きていくことを誓います」と決意を述べ
ました。また、記念講演ではエッセイストの藤田
市男さんより「希望」についてご講演いただきま
した。今年の和島地域の新成人は57人（男31人、
女26人）でした。【８月15日】

〜心に刻む、青春の1ページ〜

毎年恒例の夏祭りが、和島保
育園・幼稚園で開催されまし
た。金魚すくいや水風船、手作
りおもちゃや迷路など、各コー
ナーを回ると子どもたちの持つ
カードにシールが貼られます。

足元の悪い中で開催された北辰中学校
「ふれあい体育祭」。天候は味方し、青軍
は 青輝一閃 、紅軍は 天下無双 を合
言葉に序盤から体と体のぶつかり合い。小
学生やＰＴＡと合同の「ふれあい種目」も
気が抜けず、最後まで目が離せない熱戦の
連続でした。結果は紅軍の総合優勝でした
が、この日共に汗と涙を流した生徒たちの
心には、青春の１ページが刻まれたことで
しょう。【８月30日】

将来の

わしま

この日、保健センターでは和島地
域の問題点や将来像について話し合
う「第１回都市計画マスタープラン
地域別意見交換会」が行われま し
た。参加者たちは、和島のマップを
机一面に広げ、課題を共有していま
した。子どもたちの未来のために、
まちづくりに参加する第一歩となり
ました。【８月25日】

※そのほか、以下の項目で各担当課から報告がありました。
○長岡市公共交通基本計画（素案）について

場

象

平成20年3月

10月3日
（金）

乳児（赤ちゃん）相談

三島保健
センター

平成20年4月生

10月17日
（金）

ぴよまま広場
特別企画！ママのための
リラックス講座

和島保健
センター

就園前のお子さんと保護者
（※申し込み必要：保健福祉課だより参照）

10月29日
（水）

1.6歳児健診

受付時間
午前9時00分
〜9時30分
午前9時30分
〜11時実施

三島保健

平成19年2月

午後1時

センター

平成19年3月生

〜1時45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】：和島支所保健福祉課(☎７４−３１１１)

−２−

【問い合わせ】
教育委員会和島分室

秋の全国交通安全運動が始まります！
スローガン：『思いやる 気持ちで走る

（☎７４−３１１１）

与板消防署からのお知らせ（☎７２−２５７２）

環境係（☎７４−３１１１）

①上級救命講習会（無料）
秋の道』

心肺そ生法（成人・小児・乳幼児）、ＡＥＤ（自動体外式
除細動器）の使用方法、傷病者の管理法など高度な応急手当
の講習会です。講習を修了した人には「上級救命講習修了
証」を交付します。
●日時＝10月19日（日）午前９時〜午後６時
●会場＝与板消防署
●定員＝30人（先着）
●申込方法＝10月11日（土）午前９時から申込開始、
与板消防署救急係へ（☎72−2572）
※定員になり次第締切

②テレホンサービスをご利用ください
消防車は、火災時に限らず、救急支援や警戒出動など様々
な災害時にサイレンを鳴らして出動します。サイレンが聞こ
えたとき、「どこで何があったか」など情報を知るには、下
記の災害情報のテレホンサービスをご利用ください。

長岡市消防本部災害情報案内
０２５８−３３−９１１９
パワーリハビリ無料体験実施中！！

★毎月、無料体験会を開催中！
★随時、見学・体験受付中！

住宅・土地統計調査にご協力ください

10月の健診・相談日等をお知らせします。
対

●対象＝①町内公民館の新築・増改築・購入、または既存公
民館の大規模修繕（事業費が１００万円以上の場
合に限る）
②既存公民館の高齢者、障害者のための改造
（事業費30万円以上)
●申込方法＝10月31日（金）までに和島分室へ
※申請用紙は和島支所２階の和島分室にあります。

【問い合わせ】
和島支所地域振興課 地域振興・防災係（☎７４−３１１１）

ケーブルテレビエリア拡大の基本方針について説明し、意見交換を行いました。

会

【問い合わせ】
和島支所市民生活課

【参考】 Ｈ19：村田集落センター新築、
Ｈ20：両高集落開発センター修繕

〜みんなが交通安全について考える日です〜

◆ケーブルテレビ施設の整備について

事業名

●危険物７品目（スプレー缶・カセットボンベ・
ライター・蛍光灯・乾電池・水銀体温計・水銀温
度計）
スプレー缶、カセットボンベは、容器に穴をあけ
てガスを抜いてください。

平成21年度に町内公民館（集落公会堂など）の建設等を計
画し、市の補助金を希望する町内会は、下記のとおり所定の
書類（町内公民館建設補助要望書）で申し込みください。

９月30日（火）は「交通事故死ゼロを目指す日」

第２回 和島地域委員会開催（９月１日／和島保健センタ−）

日

●プラスチック容器包装材
・商品の容器や包装に使用されたもののみ対象
・商品そのもののプラスチック類は対象外

＜運動の重点＞
●飲酒運転の根絶
●すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底
●高齢者の交通事故防止
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
▲いざ出陣！！

期

４月からごみと資源物の分け方・出し方が統一され、5ヶ
月が経ちました。今一度「長岡市 ごみと資源物の分け方と
出し方 保存版」を参考にして、｢ごみを減らしてきちんと分
別｣を心がけましょう。

９月21日（日）から30日（火）までの期間中、和島交
通安全協会の皆さんが小中学校の通学路に立ち、交通安全を
呼びかけます。例年、秋から年末にかけて、夕暮れや夜間に
おける死亡事故や重大事故が多発する傾向にあります。外出
の際には、早めのライト点灯や反射材等を活用し、また相手
を思いやる心を持って、事故防止につとめましょう。

について・・・意見交換会開催

〜お子さんのいるご家庭のみなさんへ〜

町内公民館建設等補助金の希望町内会募集

●新聞、雑誌・チラシ、段ボール
それぞれを分けてひもで十文字に縛ってください。

手作りの夏祭り開催

金魚まで手作りでできたお祭り
に、子どもたちは大はしゃぎ。
親子で楽しいひと時を過ごしま
した。【８月23日】

ごみと資源物の分け方・出し方 大丈夫ですか？

■和島地域の人口
（平成20年９月１日現在）
前月比
人口
総数

4,791人

−2

男

2,294人

−2

女

2,497人

0

世帯数 1,318世帯

−1

内
訳

総務省統計局（新潟県・長岡市）では、10月１日を基準
に、住宅・土地統計調査を実施します。この調査は、住環境
等を調査し、その現状と推移を明らかにして住宅・土地関連
の基礎資料を得るために行われます。
和島地域では、およそ100の建物や世帯が対象になる予定
です。９月下旬から対象となる世帯に、下記調査員が伺いま
すのでご協力をお願いします。
●調査員（２名）＝ 倉重 聰明さん（小島谷）
小林 弘子さん（島崎）
【問い合わせ】
和島支所地域振興課 地域振興・防災係（☎７４−３１１１）

パワーリハビリは障がいのある方やご
高齢の方でも軽い重さで楽に行なえる運
動です。「これから先も元気に過ごした
い！」「自分に合った運動が見つからない！」とお考えの40
歳以上の方はぜひパワーリハビリを体験してみてください。
●場所＝パワーステーションてらどまり（介護老人保健施設てらどまり内）
※送迎が必要な方はご相談ください。
【問い合わせ】
・介護老人保健施設てらどまり/担当：田村・齋藤
（☎0256−97−3200）
・地域包括支援センターわしま・てらどまり
（☎74−3808）

−３−

わしまホットニュース♪
気持ち新たに

大人への一歩〜『強く優しい心を持った人に…』
毎年、帰省シーズンに行われる和島地域成人式
に、今年は49人が出席。式典では、新成人を代表
して本間拓夢さんが「己を知り、人を認めること
のできる強く優しい心を持った人となれるよう一
生懸命生きていくことを誓います」と決意を述べ
ました。また、記念講演ではエッセイストの藤田
市男さんより「希望」についてご講演いただきま
した。今年の和島地域の新成人は57人（男31人、
女26人）でした。【８月15日】

〜心に刻む、青春の1ページ〜

毎年恒例の夏祭りが、和島保
育園・幼稚園で開催されまし
た。金魚すくいや水風船、手作
りおもちゃや迷路など、各コー
ナーを回ると子どもたちの持つ
カードにシールが貼られます。

足元の悪い中で開催された北辰中学校
「ふれあい体育祭」。天候は味方し、青軍
は 青輝一閃 、紅軍は 天下無双 を合
言葉に序盤から体と体のぶつかり合い。小
学生やＰＴＡと合同の「ふれあい種目」も
気が抜けず、最後まで目が離せない熱戦の
連続でした。結果は紅軍の総合優勝でした
が、この日共に汗と涙を流した生徒たちの
心には、青春の１ページが刻まれたことで
しょう。【８月30日】

将来の

わしま

この日、保健センターでは和島地
域の問題点や将来像について話し合
う「第１回都市計画マスタープラン
地域別意見交換会」が行われま し
た。参加者たちは、和島のマップを
机一面に広げ、課題を共有していま
した。子どもたちの未来のために、
まちづくりに参加する第一歩となり
ました。【８月25日】

※そのほか、以下の項目で各担当課から報告がありました。
○長岡市公共交通基本計画（素案）について

場

象

平成20年3月

10月3日
（金）

乳児（赤ちゃん）相談

三島保健
センター

平成20年4月生

10月17日
（金）

ぴよまま広場
特別企画！ママのための
リラックス講座

和島保健
センター

就園前のお子さんと保護者
（※申し込み必要：保健福祉課だより参照）

10月29日
（水）

1.6歳児健診

受付時間
午前9時00分
〜9時30分
午前9時30分
〜11時実施

三島保健

平成19年2月

午後1時

センター

平成19年3月生

〜1時45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】：和島支所保健福祉課(☎７４−３１１１)

−２−

【問い合わせ】
教育委員会和島分室

秋の全国交通安全運動が始まります！
スローガン：『思いやる 気持ちで走る

（☎７４−３１１１）

与板消防署からのお知らせ（☎７２−２５７２）

環境係（☎７４−３１１１）

①上級救命講習会（無料）
秋の道』

心肺そ生法（成人・小児・乳幼児）、ＡＥＤ（自動体外式
除細動器）の使用方法、傷病者の管理法など高度な応急手当
の講習会です。講習を修了した人には「上級救命講習修了
証」を交付します。
●日時＝10月19日（日）午前９時〜午後６時
●会場＝与板消防署
●定員＝30人（先着）
●申込方法＝10月11日（土）午前９時から申込開始、
与板消防署救急係へ（☎72−2572）
※定員になり次第締切

②テレホンサービスをご利用ください
消防車は、火災時に限らず、救急支援や警戒出動など様々
な災害時にサイレンを鳴らして出動します。サイレンが聞こ
えたとき、「どこで何があったか」など情報を知るには、下
記の災害情報のテレホンサービスをご利用ください。

長岡市消防本部災害情報案内
０２５８−３３−９１１９
パワーリハビリ無料体験実施中！！

★毎月、無料体験会を開催中！
★随時、見学・体験受付中！

住宅・土地統計調査にご協力ください

10月の健診・相談日等をお知らせします。
対

●対象＝①町内公民館の新築・増改築・購入、または既存公
民館の大規模修繕（事業費が１００万円以上の場
合に限る）
②既存公民館の高齢者、障害者のための改造
（事業費30万円以上)
●申込方法＝10月31日（金）までに和島分室へ
※申請用紙は和島支所２階の和島分室にあります。

【問い合わせ】
和島支所地域振興課 地域振興・防災係（☎７４−３１１１）

ケーブルテレビエリア拡大の基本方針について説明し、意見交換を行いました。

会

【問い合わせ】
和島支所市民生活課

【参考】 Ｈ19：村田集落センター新築、
Ｈ20：両高集落開発センター修繕

〜みんなが交通安全について考える日です〜

◆ケーブルテレビ施設の整備について

事業名

●危険物７品目（スプレー缶・カセットボンベ・
ライター・蛍光灯・乾電池・水銀体温計・水銀温
度計）
スプレー缶、カセットボンベは、容器に穴をあけ
てガスを抜いてください。

平成21年度に町内公民館（集落公会堂など）の建設等を計
画し、市の補助金を希望する町内会は、下記のとおり所定の
書類（町内公民館建設補助要望書）で申し込みください。

９月30日（火）は「交通事故死ゼロを目指す日」

第２回 和島地域委員会開催（９月１日／和島保健センタ−）

日

●プラスチック容器包装材
・商品の容器や包装に使用されたもののみ対象
・商品そのもののプラスチック類は対象外

＜運動の重点＞
●飲酒運転の根絶
●すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底
●高齢者の交通事故防止
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
▲いざ出陣！！

期

４月からごみと資源物の分け方・出し方が統一され、5ヶ
月が経ちました。今一度「長岡市 ごみと資源物の分け方と
出し方 保存版」を参考にして、｢ごみを減らしてきちんと分
別｣を心がけましょう。

９月21日（日）から30日（火）までの期間中、和島交
通安全協会の皆さんが小中学校の通学路に立ち、交通安全を
呼びかけます。例年、秋から年末にかけて、夕暮れや夜間に
おける死亡事故や重大事故が多発する傾向にあります。外出
の際には、早めのライト点灯や反射材等を活用し、また相手
を思いやる心を持って、事故防止につとめましょう。

について・・・意見交換会開催

〜お子さんのいるご家庭のみなさんへ〜

町内公民館建設等補助金の希望町内会募集

●新聞、雑誌・チラシ、段ボール
それぞれを分けてひもで十文字に縛ってください。

手作りの夏祭り開催

金魚まで手作りでできたお祭り
に、子どもたちは大はしゃぎ。
親子で楽しいひと時を過ごしま
した。【８月23日】

ごみと資源物の分け方・出し方 大丈夫ですか？

■和島地域の人口
（平成20年９月１日現在）
前月比
人口
総数

4,791人

−2

男

2,294人

−2

女

2,497人

0

世帯数 1,318世帯

−1

内
訳

総務省統計局（新潟県・長岡市）では、10月１日を基準
に、住宅・土地統計調査を実施します。この調査は、住環境
等を調査し、その現状と推移を明らかにして住宅・土地関連
の基礎資料を得るために行われます。
和島地域では、およそ100の建物や世帯が対象になる予定
です。９月下旬から対象となる世帯に、下記調査員が伺いま
すのでご協力をお願いします。
●調査員（２名）＝ 倉重 聰明さん（小島谷）
小林 弘子さん（島崎）
【問い合わせ】
和島支所地域振興課 地域振興・防災係（☎７４−３１１１）

パワーリハビリは障がいのある方やご
高齢の方でも軽い重さで楽に行なえる運
動です。「これから先も元気に過ごした
い！」「自分に合った運動が見つからない！」とお考えの40
歳以上の方はぜひパワーリハビリを体験してみてください。
●場所＝パワーステーションてらどまり（介護老人保健施設てらどまり内）
※送迎が必要な方はご相談ください。
【問い合わせ】
・介護老人保健施設てらどまり/担当：田村・齋藤
（☎0256−97−3200）
・地域包括支援センターわしま・てらどまり
（☎74−3808）

−３−

みんなで投票、明るい選挙 新潟県知事選挙 告示日10／２(木)・投票日10／19(日)
長岡市選挙管理委員会・長岡市明るい選挙推進協議会

‼

!!

今回は︑和
島の原始時
代までさか
のぼりまし
た︒
和島︵旧和
島村三瀬ヶ
谷 字 松 ノ
脇︶で見つ
かった弥生
時代の土器
や矢じり︑
八幡林遺跡
か ら 見 つ
かったナイ
フ形石器な
どを見せて
いただきま
した︒

活動
日時

●北辰中学校弓踊り（15日）

村史講座
〜今年も、郷土の歴史を学んでいます！〜

さわやか健康クラブのご案内
只今、有酸素運動やスポーツマッサー
ジ、ウォーキング体操などなど、楽しく
健康な体づくりを行うことを目的に活動
中！！興味のある方はぜひ直接会場へい
らしてください。

!!

の4日間
ふるさと

和島体育館（小）

教育委員会和島分室

ＴＥＬ：74‑3111

●道の駅芝生広場
竹灯篭ライトアップ（15日）

●住雲園ライトアップ（14日）

第２・第４木曜日
午前９：30〜午前11：30

活動
場所

支所からのお知らせ
今年は︑４日間にわたっ
て開催された﹁ふるさとわ
しままつり﹂︒
多くのボランティアの
方々の協力により整備さ
れ︑新たに甦った住雲園で
の伝統行事等をはじめ︑道
の駅を幻想の世界に包み込
んだ３０００本もの竹灯籠
ライトアップ︒また島田・
桐島両小学校名では最後の
スクールバンド︑由緒ある
六夜祭・弓踊り行列︒そし
てフィナーレには夜空を彩
る大花火大会と︑まさに静
と動の ４日間となりまし
た︒
市民協働により作り上げ
たこの夢灯りは︑訪れた多
くの人の心に和らぎを与え
ました︒

25

わし麻呂通信

12

23

カヌーって楽しいな
海洋教室サマーカヌー３デイズ

小学２年生から６ 年生を対象
に︑海洋性スポーツや各種自然体
験活動を主とした海洋教室におい
て ︑８ 月 日 か ら 日 ま で の 毎 週
月 曜 日 の３ 日 間 ︑ ワ タ チ の 堤 で カ
ヌーを楽しみました︒
参加者は小学生 名と保護者の
方々︒初めての人でも︑初日から
カ ヌ ー に 乗 り ま す ︒や る ん で す
なにより︑実
践 が 大 切 で
す︒経験者は
スイスイ進ん
で い き ま す
が︑初心者は
当然︑バラン
スを崩す人︑
真っ直ぐ進め
ず一向に帰っ
て 来 れ な い
人︑カヌーご
と ひ っ く り
返ってしまっ
た 人 な ど ︑
様々でした︒
さてさて︑そ
んな３日間の
修行に耐え︑
少しは真っ直
ぐ進めるよう
に な っ た か
な？
次回は︑９
月 日 祝 の
Ｅボート長岡
寺泊大会に参
加してきま〜
す︒
11

月号

【今後の開催予定】９月30日（火）、10月21日(火)
当日参加もＯＫです!! 詳しくは和島分室まで。

●道の駅芝生広場
（15日）

●竹灯篭準備（15日）

集まれ! わしまのＮＥＷヒーロー!!

●小島谷おけさ/住雲園（14日）

＜プロフィール＞
●氏名：関川 大樹（せきかわ ひろき）さん
●年齢：30歳（独身・会社員） ●住まい：島崎
●趣味・特技：スポーツ全般（春夏秋冬）、アウトドア全般、料理、カメラ、
ミニ四駆（ʻ91タミヤスプリングカップ新潟大会優勝）
レコード・スニーカー収集、服作りなどなど･･･
●活動内容：和島Ｂ＆Ｇ海洋教室スタッフ（カヌー全国3位）
生涯学習フェスティバルinワシマ ボランティアスタッフ（Ｈ19）
アドベンチャースクール指導員（ＪＳＢＡインストラクターＣ級）

＜インタビューＱ＆Ａ＞

Ｑ：和島地域の好きなところは？
Ａ：自然が多いところですね。特に、落水
の滝付近の宿屋橋から見える夕日は最高です！
Ｑ：私も見たことがあります。キレイですよね〜。他には？
Ａ：道の駅はもちろんですが、なんと言っても小島谷駅の桜です。高校時代、
部活帰りの夜遅い時間によく見ながら帰ったものです･･･。一人で。
Ｑ：・・・。では和島地域に必要なものはありますか？
Ａ：バスケットゴールがある公園があったらいいかも。
Ｑ：気分転換の方法を教えてください。

Ａ：116号→椿の森→和島支所→自宅のルートで車を走らせ、途中で
農作業している人を見て帰ってくると、気持ちが落ち着きます。
Ｑ：今後の夢や目標は？
Ａ：お店を持ちたいです。みんなが集まれる空間を作りたいです。
Ｑ：最後に一言お願いします！
Ａ：オファーがあれば何でもやります。やらせてください！生涯現
役！やるんだてぇ〜
〜関川さんありがとうございました〜

和島オートキャンプ場『テントサイト（Ａ・Ｂサイト）開放ＤＡＹ』 和島地域住民の方にキャンプ場を開放します！！
●開放日：９月27日（土）・28日（日）●入場料：大人200円

編集・発行／長岡市和島支所地域振興課
TEL（0258）74−3111

※詳しくは和島オートキャンプ場まで（☎74−3010）

〒949‑4511 長岡市小島谷3434‑4 平成20年９月18日発行
FAX（0258）74−2791 ＵＲＬ http://www.city.nagaoka.niigata.jp

−４−

●大花火大会（17日）
●ミニコンサート/住雲園（14日）
●桐島小スクールバンド（15日）
●島田小スクールバンド（15日）

●飲食コーナー（15日）
●ほら貝の合図で竹灯篭点火（15日）

●弓踊り（16日）

