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支所からのお知らせ

月号

わしまホットニュース♪
ＮＨＫも顔負け！紅白歌合戦♪
島田小学校では、毎年恒例の紅白歌合戦が開催されまし
た。1･3･5 年生は紅組、2･4･6 年生は白組に分かれ、学年ご
とに歌やダンスを披露しました。
最後はやっぱり 6 年生。クラス全員で息のぴったり合った
振り付けに、先生審査
員もびっくり。高得点
をたたき出し、見事白
組の優勝に花を咲か
せました。次回は･･･、
目指せ！ＮＨＫ！！
（12 月 24 日）
▲最後のポーズが決まったぜ！6 年生（96 点）

▲１年生も“サザエさん”で頑張りました！

サンタさんが２人も来たよ！
ぴよまま広場クリスマス会
この日、保健センターではぴよまま広場 12 月会が行
われ、集まったちびっ子たち 24 人にサンタクロースか
ら素敵なプレゼントが渡されました。そしてお母さんや
おばあちゃんにも･･･。歌って、踊って、絵本も読んで
もらい、さらにおいしい手作りケーキを食べてあっとい
う間に 1 時間半が過ぎました。
子どもたちが上手に遊びに乗ってくる姿は、この 1 年
の成長を感じさせ、嬉しいことでした。そして、子ども
たちやお母さんたちの笑顔に会えたことは、主催者はも
ちろん参加したみんなの心を満たしてくれたに違いあ
りません。（12 月 19 日）

保育園クリスマス会

▲2 人のサンタさんとハイチーズ！プレゼントはもらったかな？

消防出初め式開催
和島保育園に待ち
に待ったサンタクロ
ースがやってきまし
た。園児たちは、サン
タさんからのプレゼ
ントや写真撮影に大
喜び！その後、“はま
なすウィンドアンサ
ンブル”（寺泊）によ
るクリスマスコンサ
ートが行われ、「羞恥
心」や「ゴーオンジャ
ー」の曲が流れると、
園児たちは大はしゃ
ぎで駆け回りました。
（12 月 25 日）

和島支所３階会議
室において、平成 21
年長岡市消防団和島
方面隊消防出初め式
が開催されました。消
防団員及び関係者出
席のなか、無火災表彰
及び永年勤続者表彰
の伝達授与等が行な
われ、今年一年の無火
災、無災害を願い消防
精神を堅持し、新たな
決意をもって精進す
ることを誓いました。
（1 月 4 日）

災害支援関係者研修会開催のご案内（問い合わせ：保健福祉課☎74－3111）
平成 19 年に起こった中越沖地震から 1 年が経過し、柏崎の被災から学びあうための研修会を次のとおり開催します。
どうぞお気軽にご参加ください。
●日時＝平成 21 年 2 月 7 日（土）午後 1 時 30 分～3 時まで
●場所＝和島保健センター1 階 検診ホール
●内容＝講演「沖地震ど真ん中の病院から災害とこころを考える」講師：柏崎厚生病院 松田ひろし院長
※このほか、和島地域からの発信として、地域住民の方からもお話しいただきます。
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わしまホットニュース♪
願いを込めて、「まゆ玉飾り」を体験
道の駅良寛の里わしま「もてなし家」で、地域の子ど
もたちや市外の方など約 50 人が参加し、小正月の伝統
行事を体験しました。室内 4 箇所に用意されたミズキの
枝に、紅白のもちや米粉でできた縁起物の飾りを慎重に
取り付け、まるで花が咲いたようでした。参加者は飾り
付けの後に振る舞われた「きな粉もち」や「あんころも
ち」に舌鼓を打ちつつ、古式ゆかしい小正月行事を楽し
みました。今回の飾り付けを「田植え」、取り外しを「稲
刈り」と言うそうです。展示は 2 月末まで。
（1 月 10 日）

小林弘子さん（島崎）が「経済産業省所管
統計調査功労統計調査員感謝状」を受賞！！
昨年 12 月 26 日(金)に、長岡市役所で感謝
状の伝達式があり、高橋総務
部長から小林さんに感謝状が
授与されました。小林さんは
多年にわたり、統計調査員と
してご尽力され、その功績が
認められ今回の受賞となりま
した。おめでとうございます。

家族介護見舞金の申請は１月３０日（金）までです。
次の条件に該当する人と同一世帯かつ同居し、常時介護してい
る家族に支給します。
条件＝平成 20 年 1 月～12 月において月 20 日以上在宅で介護を
受けた市民税非課税者で、次の①または②に該当する人
①介護保険の認定が要介護３以上
②身体障害者手帳（肢体不自由）１～３級で、重度の知的
障害または精神障害者保健福祉手帳が１級
支給額＝月額 5,000 円
支給時期＝３月下旬
問い合わせ＝和島支所保健福祉課☎74-3111

区長紹介（平成 21 年１月１日現在・敬称略）
地区名
氏
名
地区名
氏
名

大矢弘陸

若井健

上桐

根小屋

倉部冨一

久住政春

長谷川安二

荒巻

小林峰夫

上小島谷

駅前

八子八十吉

新田

齋藤功

加勢一徳

小島谷

関川幸郎

中央

矢尻雅彦

三瀬ヶ谷

下富岡

狩野邦丸

下町上

竹内嘉秀

久須美克二

若野浦

八子松一郎

下町下

小林勝次郎

中小島谷

阿弥陀瀬

諸橋隆

川端

早川武彦

菊地寿雄

高畑

佐藤圭司

道城下

吉岡勝治

北野

日野浦

久住順一

法善町

松永利治

中沢

田村欣吾

下小島谷

梅田

小林慧

小越睦雄

寺町

小谷

三河保

大倉久

山田伸雄

島崎

東保内

村田

関本猛

阿部求

城之丘

両高

本 年 もよろしく お願
いします。

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～ 2 月の健診・相談日等のお知らせ
期 日

事業名

会 場

2 月 6 日（金）

赤ちゃん
相談

三島保健
センター

2 月 12 日（木）

1.6 歳児
健診

三島保健
センター

対 象

受付時間

平成 20 年 7、8 月生

午前 9 時 00 分
～9 時 30 分

平成 19 年 6、7 月生

午後 1 時
～1 時 45 分

ぴよまま
和島保健
午前 9 時 30 分
2 月 20 日（金）
就園前のお子さんと保護者
広場
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)
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■和島地域の人口
（平成２１年１月１日現在）
前月比

人口
総数

4,783 人

―9

内 男
訳 女

2,289 人
2,494 人

世帯数

1,323 世帯

―4
―5
±0

交通
安全

お知らせ
平成２０年与板警察署管内の
交通事故発生状況

市民生活課市民係からのお知らせ

お知
らせ

平成２０年中の交通事故の発生状況は、
１．農業所得等の申告事前相談会のご案内
●発生件数 ８７件（前年比－３３件）
農業所得は、収入金額から必要経費を差し引いて
●死 者 数
３人（ 同 ± ０人）
計算する「収支計算」（所得金額＝収入金額－必要経
●傷 者 数 １１３人（ 同 －４２人）
費）によって申告をしていただくことになっていま
で、発生件数で約２８パーセント減少しました。
す。そこで、農業所得の計算などに関するご質問等
反面、死亡事故は１０・１１・１２月と秋口から暮れ
をお受けするため、次のとおり相談会を実施します。
にかけて連続発生し、いずれも高齢者の方が亡くなって
います。
ぜひ、この機会を利用して、早めの申告の準備をお
事故の特徴として、
願いします。
①高齢者事故が全事故の約６割を占める
●期間＝２月２日（月）～２月１２日（木）
②日中の事故が約９割を占める
●時間＝午前９時～午後４時
③事故原因の８割が安全運転義務違反(脇見等)である
●場所＝和島支所１階 市民生活課
ことがあげられます。
※先着順で、個別に相談に応じます。
高齢運転者が加害者となる事故も増加していること
●次の書類等をお持ち下さい。
から、特に高齢の歩行者・運転者に対して次の重点項目
(1)農業所得申告支援システム
に注意し、交通事故防止を図りましょう。
(1)農業所得申告支援システム
（JA越後さんとう提供）
越後さんとう提供）
（JA
＜重点項目＞
(2)農業関係収入と経費がわかる帳簿及び領収書
(2)農業関係収入と経費がわかる帳簿及び領収書
①反射材の着用促進と横断時の安全確認の励行
(3)農業機械取得年月と取得金額がわかる書類
(3)農業機械取得年月と取得金額がわかる書類
②交差点でのしっかり止まってはっきり確認の徹底
（減価償却費関係）
（減価償却費関係）
【問い合わせ】与板警察署（☎72－0110）
(4)税務署又は市役所から送付されている申告書
(4)税務署又は市役所から送付されている申告書
募集
(5)給与収入や年金収入・農地の貸付収入などがあ
(5)給与収入や年金収入・農地の貸付収入などが
地域委員を公募します
る方は、源泉徴収票や他の収入がわかる書類
ある方は、源泉徴収票や他の収入がわかる書類
長岡市では、地域住民と一体となったまちづくりを推
(6)前年の申告書の控え
(6)前年の申告書の控え
進し、地域に即した自治活動を行うため、市長の附属機
（保管してあればお持ちください。
）
（保管してあればお持ちください。
）
関として地域委員会を設置しています。
(7)印鑑
(7)印鑑
平成２１年４月 1 日の地域委員改選に際し、市民の市
●社会保険料控除や医療費控除などを受ける場合
政への積極的な参加を促すために「和島地域委員会」の
は、次の書類をお持ちください。
委員を募集します。
●募集人数：２名（公募以外の委員は１２名）
●任期：平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日まで
●会議の回数：１年間に４～５回程度
【応募資格】
原則として、年齢２０歳以上で和島地域に住所を
有するか、和島地域に存する事業所に勤務するもの
【報酬】
・会議１回につき９，１００円（税込み）
・分科会、研修会１回につき４，５００円（税込み）
【応募方法】
封書又はＥメールで、①住所②氏名③年齢④性
別⑤職業（勤務先）⑥電話番号 を記入の上、レポー
ト（８００字程度）と併せて提出してください。レポート
の内容は、「和島地域のまちづくりについて」としま
す。
【募集期間】
平成２１年２月１０日（火）まで（当日消印有効）
【選考結果】
３月３日（火）までに選考結果を応募者全員にお知
らせします。
【申込み、問い合わせ】
〒949－4511 長岡市小島谷 3434－4
和島支所地域振興課 ☎74－3111
Ｅ－mail wsm-chiiki＠city.nagaoka.lg.jp

(1)社会保険料・生命保険料・地震保険料の支払
証明書
(2)扶養・配偶者控除を受ける場合は、その方の
所得がわかる書類
(3)医療費の領収書（事前に支払った医療費を計
算し、保険等で補てんされた金額を調べてから
おいでください）

２．償却資産の申告をお忘れなく
１月 1 日現在、長岡市内で事業を営み、償却資産を
所有されている事業者の方は、償却資産の申告が必
要となります。２月２日（月）が申告期限です。
まだ申告がお済みでない方は、期限までに申告をお願
いします。
３．家屋を取り壊したらご連絡を
取り壊した面積に応じて、家屋の評価額が変わり
ます。家屋の全部、または一部を取り壊した場合は、
ご連絡下さい。
【問い合わせ】市民生活課 市民係 ☎74-3111
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少年剣道教室
稽古納め

月
日
（日）、少年剣道
教 室で １年 を 締
め く くる稽 古が
行わ れ 、そ の後
保護者会の皆さ
んが計画した
「もちつき大
会 」が 盛 大 に 開
催されました。
12

25

!!

12

いきいき大学

月
日
「
切り絵の学習」 （月 、和島切
り絵村のみな
さんを講師に
お迎えし、八
丁紙に今年の
干支「丑」を
完成させまし
た。
どの作品も
すばらしく、
受講生の満足
した笑顔が印
象的でした。
12

)

15

▲3ｍの手作りクリスマスツリー

▲サンタさんからプレゼント

集まれ！わしまのＮＥＷヒーロー！！
＜プロフィール＞
●氏名：本間 拓夢（ほんま ひろむ）さん
●年齢：２１歳（大学生♣） ●住まい：島崎
●趣味・特技：プラモデル（ガンダム）、甘いお菓子が大好き、バスケ、
モノ作り、人前で話すことが得意、トキ探してます！
●活動内容：青年夢来新メンバー（代表）、柏崎のホームセンターで週
2 日アルバイト（軽快なフットワークはここで身についた!?）

＜インタビューＱ＆Ａ＞
Ｑ：ふるさとわしまの好きなところは？
Ａ：決して便利でない環境。逆に何かしようと思う気持ち
が生まれてきます。あと、人とのつながりです。
Ｑ：確かに！ではおススメのスポットは？
Ａ：和島から見える弥彦山はどの場所からみても最高の
眺めです。様々な表情があって、落ち着きます。
Ｑ：何か問題でも？
Ａ：ホームセンターなどの営業時間が短すぎますね。
Ｑ：それはありますね～。ではわしまに必要なものは？
Ａ：温泉かスーパー銭湯ですね。癒し系がほしいです。

Ｑ：私も癒されたい・・・。今後の目標は？
Ａ：形に残らなくても、心に残るモノを作って発信してい
きたいです。和島の存在だけでなく、和島の「人」も
見てもらえるように、地域内外にＰＲしていきたいで
す。
Ｑ：さすが代表！熱すぎる。最後に一言お願いします。
Ａ：まずは就職先を決め、祖父に良い報告をしたい！
～最近新聞記事にも掲載され、ちょっぴり有名にな
った本間さんでした。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２７号/平成２１年１月１９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
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青年夢来 ～クリスマス・ツリー・
デコ～

青年夢来手づくりの巨大クリスマスツリ
ーが道の駅情報ターミナ ルに設置され、
月 日（祝 ）には 、青年夢来サンタから の
クリスマスプレゼントに来場者は大喜び
ツリ ーは 、 月 日 ～ 日まで展示さ
れ、青や銀色に輝くイルミネーションが、情
報タ ーミナルを 訪れるドラ イバーの心を癒
してくれました。
23

活動再開
第 1 弾！

