▲有志の皆さんで最後に合唱

▲当時の思い出を語る早川志織さん

▲全校児童「呼びかけと合唱」（桐島小学校）

ありがとう！私たちの“心のふるさと”
和島小学校への統合のため、３月末で閉校する島田小学
校と桐島小学校で、閉校式が行われました。
桐島小学校では 3 月 7 日（土）に「閉校記念式典」が行
われ、来賓や保護者ら約 160 人が出席し、思い出の場所や
授業などを全校児童と共に振り返りました。合唱では、
「ふ
るさと」を会場内全員で熱唱し、出席者の中には涙ぐむ姿
も見られました。式典後は、世代の異なる 3 名の卒業生か
ら当時の学校生活を語ってもらう「母校を語る会」が催さ
れ、最後に有志の方々が「涙そうそう」「峠の我が家」を
合唱し、感動のひとときを過ごしました。
（桐島小学校：明治 41 年 10 月設立。昨年、創立 100 周年
を迎え、卒業生は 5,865 人※今年 3 月卒業生含む）

▲校歌が刻まれた記念碑の除幕

３

月号

▼全校児童 別れの言葉（島田小学校）

支所からのお知らせ

伝統のたすきを、新生“和島小学校”へ！

島田小学校では 3 月 1 日（日）に「閉校式」が行われ、来賓や保護者ら約 170 人が、105 年の歴史ある学校に別れを惜しみ
ました。全校児童は、スクリーンを用いて記念行事を振り返り、
「ありがとう、さようなら島田小学校」と別れの言葉を述べ
ました。式典後、校門脇で校歌が刻まれた記念碑の除幕式が行われ、大歓声と拍手の中、幕を閉じました。
（島田小学校：明治 37 年 6 月設立。今年、創立 105 年を迎え、卒業生は 7,147 人※今年 3 月卒業生含む）

未来のＮＥＷヒーローたち、
旅立つ。
北辰中学校で、第 56 回の卒業証書授与式が
行われました。
多くの関係者が見守る中、式典では卒業生一
人ひとりが壇上でこれからの決意や将来の夢
などを堂々と述べ、校長先生から卒業証書を受
け取りました。卒業式の最後には、卒業記念合
唱も行われ、多くの生徒が涙を流しながら、
「旅
立ちの日に」と「虹」を歌い上げました。
晴れやかな表情で中学校生活最後の締めく
くりに臨んだ 49 名の卒業生たちは、たくさん
の思い出を胸に 3 年間過ごした学び舎に別れ
をつげました。（３月６日）
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わしまホットニュース♪
全校縄跳び大会開催！
（桐島小）

▲短縄跳び（失敗しないように）

▲長縄跳び(チームワークが大切)

全校児童が参加し、学年混合で各
班に別れて得点を競うこの大会。こ
の日のために、朝運動の時間や昼休
みを使って毎日練習してきました。
種目は、短縄跳びと長縄跳びの 2 種
目。短縄跳びは、制限時間内にいか
に失敗せずに跳び続けることがで
きるかを競います。また長縄跳びで
は 3 分間で何回跳べるかが重要と
なる中、スピード感あふれる縄のリ
ズムに、児童たちはテンポよくジャ
ンプ！先生も縄をまわす係に加わ
り、大歓声が体育館中に響き渡りま
した。
（２月１３日）

三味線の音色が古民家を包む

道の駅良寛の里わしまの地域交流センタ
ーもてなし家で、おしどり夫婦と呼ばれる
“小林組”による「満月の劇場 津軽三味線
の夕べ」が開催されました。
伝統音楽「津軽三味線」の奥深い音色とリ
ズムに、太く美しい歌声がきれいに調和し、
観客はその哀愁の旋律に酔いしれました。
（２月２６日）

親子で校舎クリーン作戦！！（島田小）
今年も縦割り清掃班で実施したクリーン
作戦。学校の大掃除はこれで最後です。児
童・保護者らは感謝の気持ちで、教室や廊下
のいたるところをすみずみまできれいにし
ました。今この学校があるのも、児童をはじ
め保護者や地域の方々のこのような活動の
おかげとも言えます。しかし、久々の雑巾が
けに腰を痛めた方も…。（２月１７日）

第 4 回和島地域委員会 開催報告
（2/24：和島保健センター）

審議結果は次のとおりです。
１．都市計画マスタープラン地域別意見交換会の実施報告
について（報告）
都市計画課から、昨年８月に和島保健センターで開
催された、地域別意見交換会のまとめについて説明。
２．平成２０年度和島地域ふるさと創生基金事業「住雲園
魅力発信事業」の実績について
３．平成２０年度長岡市地域コミュニティ事業補助金「魅力
ある集落づくり事業（両高）」の実績について
２と３について、事業実施報告書に基づき事務局が
説明。活動状況写真やパンフレット等を確認し、実施
効果と今後の課題について審議しました。
※記事録等詳細については、長岡市ホームページをご
覧ください。（問い合わせ：地域振興課☎74－3111）

～平成 20 年度心のケア事業～
２月７日（土）、地域ボランティアや各集落の区長、
民生委員、食生活推進員など約 100 人が参加し、被災に
よる要支援者の課題など、心のケアを学ぶ研修会が和島
保健センターで開催されました。柏崎厚生病院長の講演
や、前お茶の間ボランティア代表の高見さんの実践報告
など、中身の濃い内容となりました。
柏崎厚生病院
松田院長の講話～

平成 21 年度予算案・和島地域の主要事業
3 月定例市議会で審議されています。
●和島地域ケーブルテレビ網の整備
●和島小学校 屋内運動場・プール新築
●街なみ環境整備事業
島崎地区はちすば通りの道路美装化基本設計等

和島の災害体験発表で
は、苦しみや痛みが伝わ
り涙が出た。地域のつな
がりがとても大切だと
思った。私も地域のため
に何かできる人間にな
っておきたいなあ～
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災害はこころの健康
面でも「おおきなストレ
ス」です。うつやパニッ
ック障害など他の疾患
をおこすことも多く、そ
んな状況が自分や家族
に起こったらあなたな
らどうしますか？

お知らせ

来いて
ばね～

あなたも国体に参加できます。
ボランティア大募集！！

完成！和島小学校～見学会を実施します
ついに！念願の統合小学校の新校舎が完成しま
した。完成した「和島小学校」は、地域の皆様やＰ
ＴＡ・教職員の方々と平成 16 年から検討を重ね、
新潟県産材木をふんだんに使用した温もりあふれ
る校舎に仕上がりました。
地域の皆様と一緒に造り上げた「和島小学校」を
ぜひご覧ください。
●日
時＝４月 11 日（土）午前 10 時～午後 3 時
●注意事項＝駐車場は、和島小学校の駐車場（約
90 台）のほか、長岡市和島支所の駐
車場（約 90 台）をご利用ください。
【問い合わせ】 教育総務課（☎39－2238）

【募集期限】
3 月 31 日
まで！！

みんなで作る“トキめき新潟国体”を目指し、大会運営
ボランティアを募集中です。参加者には、記念グッズの
ほか、大会当日のスタッフウェア等をプレゼント！詳細
はお問い合わせください！
●募集人数＝６００人
●募集要項＝和島支所地域振興課、長岡市役所・ながお
か市民センターにあります！長岡市ホー
ムページからもダウンロードできます。
（http://www.city.nagaoka.niigata.jp/）
【問い合わせ】
トキめき新潟国体長岡市実行委員会
事務局：国体推進室（☎32－6109）
初心者

二胡入門講座（寺泊文化センター自主事業）

大歓迎

●期

▲多目的ホール

お知
らせ

▲廊下から見る中庭と教室

春の火災予防運動が始まります
●実施期間
『４月１日（水）～４月７日（火）』
●全国統一標語

『火のしまつ 君がしなくて 誰がする』
空気が乾燥し、火災が発生しやすくなってきます。
火の取扱いには十分注意し、火事を出さないようにし
ましょう。また、火災による煙をすばやく感知して、
ブザーや音声で知らせる「住宅用火災警報器」を、早期
に設置しましょう。
【問い合わせ】 与板消防署（☎72－2572）
～テレホンガイドを
ご利用ください～

テレホンガイド
☎３３－９１１９
(さざんがきゅう・
いちいちきゅう)

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、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。）

日 ＝5 月 14 日・28 日、6 月 11 日・25 日、
7 月 9 日・23 日の計 6 回（第 2 第 4 木
曜日）
●開講時間＝午後 8 時（90 分程度）
●会 場 ＝長岡市寺泊文化センター小研修室
●内 容 ＝楽器「二胡」の初心者向け講習。初心
者大歓迎！草原の音、シルクロードの
響き、哀調を帯びた美しい音色を奏で
てみませんか。
●参 加 料＝9,000 円（全 6 回）
※楽器レンタル料、
テキスト代含む
●申込期間＝4 月 1 日（水）
～5 月 11 日（月）
●定 員 ＝10 名
【問い合わせ】
長岡市寺泊文化センター（☎75-5155 FAX75-3109）
〒940-2502 新潟県長岡市寺泊磯町 7411 番地１4

“良寛の里”全施設指定管理者制度に移行
指定管理者制度導入に伴い、４月１日から新たに良
寛の里（美術館ゾーン）を「NPO 法人和島夢来考房」
に管理を委託することになりました。
これに伴い、物産館は改装のため当分の間、営業を
休業いたしますが、良寛の里美術館等は通常どおり営
業いたします。ご不明な点等がありましたら、和島支
所産業課へお問い合わせください。
【問い合わせ】 和島支所産業課（☎74－3111）

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～ ４月の健診・相談日等のお知らせ
期 日

事業名

会 場

4 月 9 日（木）

ぴよまま
広場

和島保健
センター

4 月 9 日（木）

1.6 歳児
健診

三島保健
センター

対 象

受付時間

就園前のお子さんと保護者

午前 9 時 30 分
～11 時実施

平成 19 年 8 月・9 月生

午後 1 時
～1 時 45 分

赤ちゃん
三島保健
午前 9 時 00 分
平成 20 年 9 月・10 月生
相談
センター
～9 時 30 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)

4 月 17 日（金）
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■和島地域の人口
（平成２１年３月１日現在）
前月比

人口
総数

4,776 人

－2

内 男
訳 女

2,292 人
2,484 人

世帯数

1,324 世帯

＋3
－5
＋1
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8

2
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和島地域
生涯学習マスコット

▲開会式の模様（会場：和島体育館）

自主サークル『さわやか健康クラブ』では、
新規クラブ員を募集しています。

▲ソフトバレーボール大会の試合風景

“和島体育館”をドンドン利用しよう！
和島体育館の利用を随時受け付けておりま
す。希望される方は、教育委員会和島分室まで
ご連絡ください。（☎７４－３１１１）

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お出でく
ださい。
活動
毎月 第 2・第 4 木曜日
日時
午前 9;30～11:30

活動
場所

和島体育館（小）

羽ばたけ！わしまのＮＥＷヒーロー！！

編集者から一言・・・皆様、このコーナーはいかがでしたか？賛否両論ありますが、私はこの取材を通して、和島地域にはまだま
だ隠れたお宝が眠っていることを実感しました。取材に応じてくれたＮＥＷヒーローたちは、皆生き生きとしていて、ふるさと“わし
ま”への熱い思いが伝わってきました。今後さらなる活躍を期待しています。最後に、お忙しい中取材にご協力いただきました皆
様、飽きずにこのコーナーを読んでいただいた全ての皆様に感謝いたします。そして・・・次回の新コーナーに乞うご期待！

編集・発行／長岡市和島支所地域振興課 地域振興・防災係
第２９号/平成２１年３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
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回長岡地域対抗スポーツ大会

▲優勝：ひまわり
２位：ロードキャッスル
３位：駅前、下富岡

回和島地域ソフトバレーボール大会

15

第

市内各地で行われた地域対抗スポーツ大会。
月 日（日）は、与板体育館で「ソフトバ
レーボールＣブロック」
、 月 日（日）は和島
体育館を会場に「男女混
合バレーボールＡブロッ
ク」がそれぞれ行われま
した。和島チームはこの
種目に参加し、ソフト
バレーは予選リーグを通
過し６位、男女混合バレ
ーでは、強豪ぞろいのＡ
ブロックで激闘の末、５
位という成績を収めまし
た。

第

様々な年代層からなる全８チームが参加した今年の大会は、
６人制から４人制にルールを変更して行いました。試合では、
年齢差を感じさせない、声を掛け合いながらプレーする皆さん
の笑顔がとてもステキでした。
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