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支所からのお知らせ
わしまホットニュース♪

ポニースクール in 島田小学校
島田小学校に 6 頭のポニーがやってきました。
“ポニー”とは、
身長（体高）147.3cm 以下の馬の総称です。1 年生から 3 年生児
童を中心に、ハーモニーセンターのお兄さんお姉さんたちからポ
ニーと仲良くなるコツを教わり、首やおしりをなでたりポンポン
たたいたりと楽しくスキンシップをとりました。「初めて乗った
けど楽しかった」「おしりが弾んじゃった」と、児童たちにとっ
ては普段できない貴重な体験となりました。【9 月 12 日】

元気ハツラツ～ 祝！敬老会

E ボート大会参加、海の幸を堪能！
秋の一大イベント“E ボート長
岡寺泊大会”が松沢町海岸で開催
されました。E ボートとは、10 人
乗りの手漕ぎのゴムボートのこ
と。群馬県伊勢崎市やみなかみ町
といった県外参加者も多い中、和
島地域からは「和島海洋教室」の
子どもたちとその OB で構成され ▲楽しそうに漕ぐ和島海洋教室
た「わしまもてなしチーム」が参
●大花火大会（17 日）
加しました。潮風に吹かれながら
も、がむしゃらに漕ぐ姿に客席も
次第にヒートアップ。
結果は、わしまもてなしチームが
3 位と好成績を収めました。
大会後は、寺泊地域の特産物を
ふんだんに使用した海の幸をご
ちそうになり、寺泊を満喫した一 ▲必死に漕ぐ（ｽｳｨﾑｷｬｯﾌﾟ着用）
わしまもてなしチーム（第 3 位）
日となりました。【9 月 23 日】

探しています“達人”を！！
体育・ｽﾎﾟｰﾂ分野で活躍、ｽﾎﾟｰﾂ振興に功績顕著及び競技成績優秀な方々の
業績をたたえるため、被表彰者の推薦を受け付けています。県大会優勝、北
信越大会入賞、また、全国と名のつく大会での入賞者及びそれらの指導者な
ど、自薦他薦を問いません。和島が育んだ地域の達人を是非ご推薦ください。

該当
期間

平成 19 年 11 月 1 日
～平成 20 年 10 月 31 日

推薦
期限

平成 20 年 11 月７日(金)

問い合わせ：教育委員会和島分室 ＴＥＬ：７４-３１１１
－1－

73 歳以上の方（926 名）を対象に敬老会が開催さ
れ、85 歳になられた 38 名と金婚式を迎えた 14 組
に記念品が贈られました。式典後には、お楽しみア
トラクションが披露され、みゆき会の力強い樽ばや
しや島田・桐島両小学校のスクールバンド演奏、和
島幼稚園・保育園園児によるおゆうぎで、会場は大
いに盛り上がりました。最後に、子どもたちから「い
つまでも元気でいてください！」とメッセージが送
られ、参加者の皆さんは今日一番の笑顔を見せてい
ました。【9 月 15 日】

めざせ！オリンピック☆
和島体育館を会場に、和島
幼稚園・保育園の合同運動会
が開催されました。子どもた
ちはかけっこや玉入れ、親子
競技など様々な種目にチャ
レンジ。今年は、“トッキッ
キ”や“ポニョ”など旬でユ
ニークな競技も加わり、父母
らも運動不足の解消にもっ
てこいでした。
また、会場には大勢の家族
が応援に駆けつけ、わが子や
孫の頑張りに大きな声援を
送っていました。目指すはオ
リンピックだ！！
【9 月 27 日】

～テレホンガイドをご利用ください～
消防車は、火災以外にもサイレンを鳴らして
走る場合があります。サイレンが聞こえたとき
の現場や状況等の確認は、和島支所ではなく消
防本部のテレホンガイドをご利用ください。
（出動状況や場所等の録音テープが流れます）
テレホンガイド：☎３３－９１１９
（さざんがきゅう･いちいちきゅう）
問い合わせ：与板消防署（☎72－2572）

わしまホットニュース♪
「夢があるから頑張れる」～中村真衣さん講演会
長岡地区保護司会と和島地域民生委員・児童委員協議会主催で、北辰中学校にシドニーオリンピック銀メダリ
ストの中村真衣さんをお招きしました。中村さんは、小さい頃の思い出から水泳選手時代の苦労話やそれを支え
た家族や友人のことまで映像を交えて話され、最後に夢を持つことの大切さを生徒に語っていただきました。生
徒たちは今の自分と照らし合わせながら、熱心に耳を傾けていました。栄光から挫折を味わい、最後にはどん底
からはいあがって復活した中村さんのお話は、生徒たちの心に強く響いたのではないでしょうか。【9 月 25 日】

▲努力の大切さを熱く語る
中村真衣さん

▲シドニーオリンピックの映像

まだまだ若いモンには負けません！

和島地域をおもいっきり PR！
ふるさとの宝を再発見
する「越後長岡・暮らし文
化の祭典」が、厚生会館前
広場で開催され、荒巻集落
に伝わる神楽舞が披露さ
れました。また、物産品の
販売コーナーでは、道の駅
もてなし家のだんご汁や
良寛むすびが数分でなく
なり、さらに若者に人気
の“ガンジープリン”や
“パイシュー”も大人気
でした。ふるさと実演・
体験コーナーでは、
サザエの殻を利用したキ
ャンドル作りや、葉っぱで
作るカタツムリなど、和島
地域のブースは親子連れ
で大盛り上がり！作り方
を覚えようと何度も足を
運んでくれた方もいまし
た。【9 月 20 日】

採ったどぉ～

▲講演後のクイズの全問正解者

今年も、長岡市老人連合クラブ和島支部スポーツ大会
が和島体育館を会場に開催されました。大会運営にあた
り、司会進行から道具の準備まですべて老人クラブ和島
支部の皆さんの手で行われました。大会では５チームに
分かれ、魚つりやスプーンレースのほか、子どもたちと
コンビを組んでのゲームなど全９種目をこなしました。
参加した皆さんは、子どもたちの大きな声援をパワーに
代え、年齢を感じさせない奮闘ぶりで、会場はおおいに
盛り上がりました。
【10 月 2 日】

▲ボールを落とさず運びましょ

島田小学校では、5 月
に植えたサツマイモ（紅
東）が大きく育ちまし
た。みんなこの日をどん
なに待ち望んでいたか。
ただ、イモ掘りよりもこ
でっけぇイモ！ の後の試食会の方が楽
【10 月 3 日】 しみかも･･･。

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～
期 日
事業名
会 場

11 月の健診・相談日等をお知らせします。
対 象
受付時間
11 月 11 日
三 島 保 健 （１回目）平成 20 年 3、4 月生
午後 1 時 45 分
ポリオ
（火）
センター
予防接種
（２回目）平成 20 年 1、2 月生
～2 時 30 分
11 月 21 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
11 月 27 日
三島保健
午後 1 時
３歳児健診
平成 17 年 6、7 月生
（木）
センター
～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】：保健福祉課(☎７４－３１１１)
－2－

▲ボールはまだかな？

▲イモの大きさにびっくり！

■和島地域の人口
（平成２０年１０月１日現在）
前月比

人口
総数
内 男
訳 女
世帯数

4,789 人

－2

2,293 人
2,496 人

－1
―1
＋3

1,321 世帯

お知らせ
秋の火災予防運動が始まります

倍賞千恵子コンサート開催のお知らせ

実施期間

２００４年から開催して
きたコンサートシリーズ
「深呼吸したら思い出し
た」の新バージョンが寺泊
に登場。名女優である倍賞
千恵子の歌声を、夫である
ピアニスト小六禮次郎の伴奏で贈るコンサート。夫
婦ならでは・・・と言える息の合った演奏とおしゃ
べりが楽しめる構成になっています。お誘い合わせ
の上、ぜひおいでください。

「１１月９日（日）～１１月１５日（土）」
全国統一標語
『火のしまつ 君がしなくて 誰がする』
これから暖房器具を使う季節となりま
す。火の取り扱いには十分注意し、火事を
出さないようにしましょう。
【問い合わせ】
与板消防署（☎72－2572）

中之島ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰごみ処理業務終了のお知らせ
市では効率的なごみ処理のため、中之島クリーンセン
ターのごみ処理業務を平成 21 年 3 月末で終了するこ
ととしました。４月以降に引っ越しなどやむをえない理
由で、中之島・和島・寺泊・与板地域の皆さんがごみを
「寿クリーンセンター」又
直接持ち込みされるときは、
は「鳥越クリーンセンター」で受付けいたします。

●開催日＝１１月３０日（日）
●会 場 ＝長 岡 市 寺 泊 文 化 センター
多 目 的 ホール
●時 間 ＝開場１６：３０、開演１７：００
●料 金 ＝５，５００円（全席指定）
●申込方法＝下記の問い合わせ先にご連絡く
ださい。
●問い合わせ先＝長岡市寺泊文化センター
☎７５－５１５５

運転免許証が IC カード化されます。
新潟県警察では、平成 21 年１月 4 日（日）から
運転免許証を IC カード化します。

IC カードとは？
･･･免許関係情報が記録された IC チップが
組み込まれた免許証のことです。
【問い合わせ】
中之島クリーンセンター（☎0256－97－2130）
環境施設課（☎24－2838）

優良・優秀運転者表彰のお知らせ
平成 21 年の表彰が実施されますので、該当される方
は次のとおり申請してください。表彰種別は、10 年、
20 年、30 年、40 年、50 年表彰の５種類です。
●受賞資格と要件
１．交通安全協会の会員であること。
２．受賞歴があり、平成 21 年 4 月 6 日現在で計算し
た運転経歴が今回申請する「表彰年数」以上で、そ
の間継続して事故や違反が無いこと。※受賞歴が無
い方でも 20 年、30 年表彰の申請ができます。ただ
し、その間無事故・無違反の場合に限ります。
●申請に必要なもの
免許証、交通安全協会会員証、認印
●申請期限 平成 20 年 12 月 3 日（水）
●問い合わせ・申請先
地域振興課 地域振興・防災係（☎74－3111）
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＜注目事項＞
●プライバシーが保護されます。
→本籍が IC チップにのみ記録されるため、偽造・
変造免許証の作成が極めて困難で、不正使用を
防止できます。
●暗証番号（数字 4 桁のもの 2 組）が必要となりま
す。
→免許証表面の記載内容も IC チップに記録される
ため、読み取りに暗証番号が必要となります。（住
所は当分の間記録されません）
●手数料はプラス 450 円
→IC チップ内臓のため、従来の手数料に 450 円を
加えた額となります。
【問い合わせ】
与板警察署 交通課（☎72－0110）

大玉送り

むかで(男性)

玉入れ

むかで(女性)
かけっこ

!!

ちびっこ玉入れ

【大会結果】
★総合優勝：１１チーム
（下町上・下町下）
★第２位：５チーム
（梅田・東保内・村田）
★第３位：９チーム
（新田・川端・道城下）、
１０チーム
（中央・法善町・寺町・小谷）
【チーム対抗リレー】
☆優勝：９チーム
☆第２位：３チーム（駅前）
☆第３位：４チーム
（高畑・日野浦・中沢）

綱引き

集まれ！わしまのＮＥＷヒーロー！！
＜プロフィール＞
●氏名：阿部 雅孝（あべ まさたか）さん
●年齢：２８歳（独身・会社員） ●住まい：荒巻
●趣味・特技：アメカジ（ アメリカをイメージしたカジュアルファッションの総
称）、焼酎など

●活動内容：和島バスケットボール教室指導員
・・・週２日（水・土）、和島地域の小・中学生を指導して
います。それ以外の日はビデオ１喜多町店出没！？

＜インタビューＱ＆Ａ＞
Ｑ：和島地域の好きなところは？
Ａ：静かなところでしょうか。今日も月がキレイです。
Ｑ：ほんとですね！落ち着く場所はありますか？
Ａ：塩之入トンネルの中です。特に和島側の・・・。
Ｑ：意外と不思議な方ですね。逆に嫌いなところは？
Ａ：特にないです。見つかりません。
Ｑ：素晴らしい！それでは、ストレスの発散方法は？
Ａ：自宅でこっそりと、焼酎の水割りを飲むことです。

Ｑ：今後の夢や目標をお聞かせください。
Ａ：このバスケットボール教室を終わらせないことです。た
とえ、子どもたちの人口が減ろうと！
Ｑ：力強いお言葉ありがとうございます。では今指導され
ている生徒の皆さんに一言お願いします。
Ａ：もっと意思表示をしてください。
Ｑ：最後に一言お願いします。
Ａ：行事ごとは盛大に！焼酎はほどほどに･･･。
～阿部さんありがとうございました～

編集・発行／長岡市和島支所地域振興課 地域振興・防災係
第２４号/平成２０年１０月２０日発行
〒949-4511 長岡市小島谷 3434-4
ＴＥＬ（０２５８）７４－３１１１ ＦＡＸ（０２５８）７４－２７９１
「わしま支所からのお知らせ」カラー版はインターネットでもご覧になれます。
アドレスはこちら → http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/osirase/wasima/
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わし麻呂通信

チーム対抗リレー

和島地域親善大運動会開催！

去る 月５日（日）和島運動広場を
会場に、和島地域親善大運動会が開催
されました。暑くも寒くもない心地よ
い天候のもと、幼稚園・保育園の子供
たちによるおゆうぎ、かけっこで幕を
開けた大運動会。団体種目を中心とし
た競技に各チーム一丸となって熱戦
を展開。それに拍車をかける中学生２
名の実況中継
笑いと歓声がこだまする、爽やかな
の秋の一日となりました。
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中学生実況中継

