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支所からのお知らせ

本物の舞台芸術を体験！

▼アートインあしびなの 3 人

島田小全校児童と桐島小 2 年生が、文化庁主催の
“本物の舞台芸術体験事業”「ねこはしる」を鑑賞
しました。上演した劇団は、ＮＰＯ法人アートイン
Asibina（あしびな）。3 人の芸術家たちは、それぞ
れ物語を語りながら楽器を演奏し、全てのキャラク
ターを演じていました。その声と体の表現力に、児
童たちは圧倒され言葉を失っていました。
閉校を目前に、児童たちはそれぞれに感慨深いも
のがあったようです。（11 月 19 日）
▲４年生が和島の野原を体で表現

晩秋のわしまを堪能

▲“ストリングラフィ”という糸電話で
できた楽器を演奏

▲住雲園にて

人権擁護委員、
北野リハビリ会へ

▲村岡城址周辺
の里山遊歩道

和島地域の人権擁護委員が北
野集落センターを訪れ、高齢者を
対象に人権講演会を実施しまし
た。「人生は旅、皆さんの知識や
経験を次世代に伝えていってく
ださい」という委員の言葉に、参
加者は大きくうなずいていまし
た。最後に、委員から大正琴の演
奏が披露され、感動のひとときを
過ごしました。（11 月 13 日）

▲妙法寺

とっておきの長岡「まちめぐり」第
5 弾。応募者多数の中から抽選で 32
名が参加。今回のテーマは「わしま曽
我物語～晩秋のわしま路を訪ねて
～」。悪天候の中、最初に訪れたのは、
色鮮やかな紅葉に彩られた妙法寺。続
いて参加者の希望により村岡城跡ま
での里山遊歩道を歩き、お庫裏で郷土
料理の昼食をとった後、住雲園へと旅
は続きました。5 回目の応募でようや
く参加できたという 50 代女性は「念
願叶ってうれしい。こんな学習遊びは
ほかにない」と絶賛でした。いつまで
も降り続く雨が、わしま路をいっそう
照らしてくれたに違いありません。
（11 月 20 日）

島崎川の流れ、太鼓で表現♪
ハイブ長岡で開催された「越後長岡和太鼓
祭 2008」には、市内 10 地域から 19 団体が参
加。和島地域から参加した“和島太鼓みゆき
会”の皆さんは、市内唯一の樽ばやし太鼓を
披露し、練習の成果を十分に発揮しました。
（12 月 7 日）

ホット、ホット！わしまの特産大集合
道の駅良寛の里わしま「もてなし家」
で“食のふるまい市”が開催されました。
自然薯の試食即売会や、はざ架け米イベ
ントと称してかまど炊きした新米の試
食、島田小 5 年生が育てたサツマイモの
販売、そしてなんといっても大人気の名
物だんご汁の振る舞い（限定 200 食）に、
会場は大行列の大賑わい。見わたす限り
の和島の特産品に、来場者はお腹と相
談。吐息とため息でホットなひとときを
過ごしました。（11 月 24 日）
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わしまホットニュース♪
こころの健康づくり講演会を開催
「ストレスとうつ病」について和島保健センターで講演会が開催され、和島
地域の 30～70 代の男女が多数参加しました。
うつ病は、日本人が一生の間で 15 人に 1 人がかかる非常にポピュラーな
病気です。これは、脳内の伝達物質不足や環境・性格などが絡み合っている
ことが原因であるのに対し、「怠け病・気持ちの持ちよう」などと誤解され
ることがよくあります。精神科医細木俊宏先生からは「規則正しい生活をし、
あるがままの自分を認め、他人に相談することがストレス対策になる。うつ
病になったら専門家に相談し、“薬”と“休養”と“あせらない気持ち”を
持つことが大切」という話がありました。（11 月 12 日）

▲講師の細木俊宏先生

第３回地域委員会開催報告（12/2：和島保健センター）
審議結果は次のとおりです。
１．長岡市住宅政策マスタープラン策定について（報告）
建築住宅課より、策定に関するプランの目的や経過、内容を説明。
２．平成 21 年度和島地域ふるさと創生基金事業について
（１）里山遊歩道魅力発信事業
歴史ある村岡城跡の周辺等を整備し、早春の雪割草や秋の紅葉の見所として地域内外に広く当地域の魅力を
発信するもの。（内容：景観植樹、自然にマッチした遊歩道の整備、精進料理等の講習会など）
（２）住雲園魅力発信事業
住雲園の庭園裏山遊歩道を整備し、久須美家代々の偉業と庭園の魅力をさらに地域内外にＰＲするもの。
～審議の結果、以上の 2 事業が承認され、来年度実施されることに決定しました。～

年末年始の業務案内
緊急時の連絡先：和島支所（警備員室）☎74-3111

問い
合わせ

施設名称／取扱業務
和島支所
市民生活課
窓口
和島支所
保健福祉課
窓口

住民票、戸籍等証明書の交付、各種戸
籍届書受理、国保・年金の加入脱退、
パスポート発給、税に関する証明書の
交付
児童手当、障害者福祉、児童扶養手当
の受付、介護保険料の収納、要介護認
定などの各種申請書の受付

和島体育館
良寛の里美術館・菊盛記念美術館・歴史民俗資料館

市民生活課
74-3111

休

○１月、２月は枝葉・草の収集をお休みします
せん定した枝や草は 12 月の収集日に決められた場所
に持ち込んでください。
・持込場所：和島支所
・持込日時：12 月 22 日(月)午前 7 時～午前 9 時 30 分
（※12 月 29 日(月)は収集しません）

3日
(土)

4日
(日)

8:30～
17:30
9:00～
17:00
9:00～
17:00
11:00～
20:00
8:30～
17:30

休
11:00～
20:00

11:00～
17:00

休
休

74-2911
市民生活課
環境係
74-3111

2日
(金)

休

74-3700

74-2226

し尿受付（※年内に汲み取り希望の場合はお早めに）
【申し込み先】㈲タカハシ環境サービス☎74-2433

1日
(祝)

休
（※死亡届等各種届書は支所警備
員室で毎日受付けます）

休

良寛の里わしま 観光物産館 （てまり）

ごみ収集

8:30～
17:30

1月
31 日
(水)

教育委員会
和島分室
74-3111

41-8110

ゆきわり荘

30 日
(火)

保健福祉課
74-3111

良寛の里わしま 地域交流センター（もてなし家）

高齢者コミュニティセンター

12 月
29 日
(月)

通常どおり
通常どおり

休

（※ごみステーションにごみや資
源物を出さないでください）

休

○ごみや資源物は、必ず午前 8 時 30 分までに出してください
冬期間はごみの量や降雪などの影響で収集経路や時間が変
わることがあります。ごみや資源物は、必ず午前 8 時 30 分までに
出してください。
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お知らせ
リサイ
クル

農家の
皆様へ

農業委員会委員選挙人名簿登載
申請書の提出をお忘れなく

わしまエコクラブ ～地球とともに 地域とともに！

使用済み食用油を回収します！

農地基本台帳上で経営(耕作)面積が 10 アール以上あ
長岡三古老人福祉会では、地球温暖化防止のため、Ｃ
る農家世帯に申請書を
12 月中旬に郵送します。内容を
Ｏ2 削減に取り組んでいます。使用済み食用油を精製し、
ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）として使用することで、 確認し、所定の事項を記載の上、返信用封筒で返送し
ＣＯ2 と窒素酸化物の排出を減らします。また、その精 てください。
製過程を通して、高齢者や障害者雇用の向上にもつなが ●対象＝平成 21 年 1 月 1 日現在で長岡市に住所を有す
っています。ご家庭やお店で使用済み食用油が出ました
る 20 歳以上（平成元年 4 月 1 日までに生まれた
ら、ぜひ当施設へお持ちください。
人）で、以下の①～③のいずれかに該当する人
●持 込 先 ＝長岡市デイサービスセンターわしま
①農業経営主として
10 アール以上の農地の耕作に従
①農業経営主として 10 アール以上の農地の耕作に従事する人
の玄関内にある回収ポスト
事する人
②①の経営主と同居している親族、配偶者で、年間おおむね
●回収方法＝使用済み食用油を容器やペットボトル
②①の経営主と同居している親族、配偶者で、年間
60 日以上耕作に従事する人
に入れ、口をしっかりと締め、当施設
おおむね
60 日以上耕作に従事する人
③10
アール以上の農地を耕作する農業生産法人の組合員、社
玄関の回収ポストに入れてください。
③10
アール以上の農地を耕作する農業生産法人の組
員、株主で年間おおむね
60 日以上耕作に従事する人
●注意事項＝油は植物性で常温液体物に限ります。
合員、社員、株主で年間おおむね 60 日以上耕作に
ラード等の動物性の油や自動車のオイ
●提出先＝同封の返信用封筒で、平成
21 年 1 月 10 日
ル等の鉱物性のものはお引取りできま
せん。また、天ぷら等のカスは取り除
（土）までに和島支所産業課農林係へ（必着）
いてください。
●問い合わせ先
●問い合わせ先
「10 アール以上の経営面積があるのに登載申請書
長岡市デイサービスセンターわしま
が届いていない」
「申請書を紛失した」などの場合
山村さん（☎74－3762）
は、産業課農林係（☎74-3111）へ
農家の
農地を転用するときは手続きを 皆様へ

事故
防止

▲入ってすぐの廃油回収ポスト

灯油等の油流出事故を防止しましよう

冬期間は、灯油等の油漏れによる河川の汚染事故が多
くなります。少量の油であっても流出すると、排水路や
河川を汚してしましい、水道・魚類等に被害を及ぼす場
合があります。
次のことに注意して、流出事故を防ぎましょう。
１．ホームタンク及びホームタンクからの配管を点検
しましょう。
２．ホームタンクからポリタンク等に小分けするとき
は、絶対にその場所を離れないようにしましょう。
３．給油時には、こぼれた油は必ず拭き取りましょう。
【問い合わせ】
市民生活課 環境係（☎74－3111）

農地を住宅用地や工場敷地、資材置場、駐車場、作
業所、道路、山林などの用地に転用する場合（一時的
な転用も含む）、許可または届出が必要です。
手続きをとらない農地転用行為は農地法違反とな
り、罰せられる場合があります。
【問い合わせ】
産業課 農林係（☎74－3111）

ＦＭながおか放送が受信可能に！
周波数 80.7ＭＨｚ
和島地域で「ＦＭながおか放送」が聞けるよ
うになりました！現在放送中の市政広報番組
「市役所発！市民情報局」
（放送日時：毎週金曜
日の午前 7 時 15 分ころから 10 分間。再放送：
午後 0 時 15 分、6 時 45 分）などを配信して
います。今後は防災面でも役立つことでしょう。
問い合わせ：地域振興課（☎74-3111）

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～ １月の健診・相談日等をお知らせします。
期 日

事業名

対 象

受付時間

1 月 16 日(金)

ぴよまま
広場

和島保健
センター

会 場

就園前のお子さんと保護者

午前 9 時 30 分
～11 時実施

（平成２０年１２月１日現在）

1 月 21 日(水)

ポリオ予
防接種

三島保健
センター

（１回目）平成２０年５、６月生
（２回目）平成２０年３、４月生

午後 1 時 45 分
～2 時 30 分

人口
総数

4,792 人

＋３

内 男
訳 女

2,293 人
2,499 人

世帯数

1,323 世帯

＋１
＋２
＋３

３歳児健 三島保健
午後 1 時
平成 1７年８、９月生
診
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)
1 月 29 日(木)
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■和島地域の人口
前月比

長岡市地域対抗スポーツ大会を下記のとおり開催します。
当地域からは各種目１チームずつの参加となっております。参加意
欲のある方や団体は、ぜひ和島分室へご連絡ください！！
種目／期日／会場
【種目／期日／会場】
・卓球／2 月 8 日(日)／市民体育館・栃尾体育館
・ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球（ｵｰﾌﾟﾝ種目）／同上／同上
・ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ／同上／山古志・小国・与板体育館
・バドミントン／２月２２日(日)／みしま・山古志体育館
・男女混合ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ／同上／和島・中之島北・越路体育館
・綱引き／３月８日(日)／三島体育センター
・インディアカ／同上／与板・寺泊体育館
申込期限
【申込期限】
平成 21 年 1 月 15 日(金)まで
※大会要項及び申込用紙等は和島分室にあります。

問い合わせ：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＞
●氏名：田邉 泰裕（たなべ やすひろ）さん
●年齢：２１歳（会社員♣） ●住まい：小島谷駅前
●趣味・特技：野球（所属：和島ビクトリー）、サッカー、カラオケ（週一）
ボウリング（ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝへ）、好きなｱｰﾃｨｽﾄはゆず。
●活動内容：青年夢来新メンバー、少年野球教室「和島ベースボール
クラブ」（ＷＢＣ!?）指導員（毎週日曜）

＜インタビューＱ＆Ａ＞
Ｑ：和島地域の好きなところは？
Ａ：空気はキレイだし、全体的に静かなところ。車が全く
混まないのもステキです
Ｑ：確かに！ではおススメのスポットは？
Ａ：もったいないのであまり広めたくないですが、真夏
の夜の小島谷駅周辺です。星を見ながら語るにはも
ってこいですね！ただ、周囲の方に迷惑がかからな
いよう気をつけています。
Ｑ：エライ！！わしまにあったらいいものは？
Ａ：もちろん居酒屋でしょ！個室ありの隠れ家的存
在・・・。遅くまで営業しているとありがたい♪

Ｑ：和島ですと隠れられませんよね～。今後の目標は？
Ａ：今と変わらず、ずっと子どもたちと野球を通して向き合
っていきたいです。また、今の仕事にやりがいを感じる
ので、勉強をしてもっと経験を積み腕を上げたいです。
Ｑ：よ、古き良き時代の男！では、子どもたちに一言。
Ａ：もっと野球を好きに！もっと外へ出て遊ぶように！！
Ｑ：好きになりそう～♥最後に一言お願いします。
Ａ：このふるさと“わしま”にずっと暮らし続けたいです！
～見た目より熱い男!?田辺さんでした。
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２６号/平成２０年１２月１８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

地域対抗スポーツ大会 参加者募集！

第

16

29

～アコーディオンとギターの調べ～

この事業は、地域の皆さん
に本物の音楽をお届けす
るため、実行委員の皆さん
が企画したものです。

11

【大会結果】
★優勝：チームサッカー
☆準優勝：キムズ
☆３位：肉まん Part3

去 る 月 日 （ 日 ）、 北 辰 中学
校音楽室で和島公民館主催「音楽鑑
賞事業２００８」が開催されまし
た。
今回は、新潟を拠点に活動してい
る アコ ーディオ ン とギタ ー のボー
カルユニット『ボサコルデオン』さ
んにお出でいただき、楽しいひとと
きを演出していただきました。得意
はボサノバ、サンバ、ジャズ等と多
才で参加者は海外旅行をしている
気分でした。
30

回和島地域バスケットボール
大会開催！

★チームサッカー

11

去る 月 日（日）、北辰中学校体育
館を会場に行われました。結果は次のと
おりです。

お詫びと訂正
和島支所からのおしらせ 11
月号４ページ「わし麻呂通信
第２回わしま親善ゴルフ大会
開催！」の欄で、大会結果に
誤りがありました。ここに深く
お詫びし、訂正いたします。
【正】
準優勝 早川良信さん（島崎）
３ 位 金子秀雄さん（上桐）
【誤】
準優勝 金子秀雄さん（上桐）
３ 位 早川良信さん（島崎）
今後ともご愛読くださるよう
お願いたします。

