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支所からのお知らせ

▲和島地域の花「雪割
草」（村岡城址にて）

開校！最高！“和島小学校”
４月９日（木）、雲ひとつない快晴の中、正面玄関前で開校セレモニーが開
催されました。森市長、小黒知也校長、代表児童によるテープカットが行わ
れ、大勢の方が見守る中、新たな歴史がスタートしました。
これまで関わった多くの方々の思いと夢が、ようやく実を結
び、新生“和島小学校”が今ここに誕生しました！
また、４月 11 日（土）には新校舎の見学会が行
われ、地域内外から約 1,700 名の方が
見学に訪れました。

↑写真は 4 月 13 日、3 年 1 組
の教室をバックに撮影したもの
です。全校児童 225 名。この温
もりあふれる「共育の里」で、良
寛禅師の心を養い、感性豊か
な人間に育ってください。

ご寄付をいただきました。

▲開校式テープカット（4 月 9 日）

▲和島初のスクールバスが運行開始
※入学式等の様子は 5 月上旬か
ら和島支所１階にて上映予定で
す。（ケーブルテレビ収録版）

▲新 1 年生 45 名入学式（4 月 9 日）
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←首都圏ふるさとわしま
会(羽入二郎会長)より長
岡市へご寄付をいただき
ました。和島小学校のため
に使わせていただきます。
（４月９日）
→山﨑正義さん（三瀬ヶ谷）
から「フォルタン型水銀気圧
計」(写真①)、株式会社タカ
ハシ（黒坂）さんから「置時
計」(写真②)を小学校に寄贈
いただきました。それぞれ職
員室脇と玄関を入って正面
に設置してあります。

②

①

わしまホットニュース♪
たくさんトモダチ作ろうね！

▲和島幼稚園の入園式では、３０名の新しいお友達が
仲間入りしました。「木も山も花も空もさくら組みんな
のものです」と園長先生。（４月４日）

▲和島保育園の入園式では、きりん組とぱ
んだ組のお友達が、元気よく歌をうたいま
した。（４月３日）

和島に春を運ぶ草木たち

“北辰”の名のごとく

山田榮子さん宅（荒巻）のしだれ桜が、今年も見事
に満開の花を咲かせました。
中之島地域から来た林淑美さんは「毎年来ていて、
この時期が楽しみ」と 3 人のお孫さんを連れ、ライト
アップされた夜桜を楽しんでいました。
また、3 月後半の村岡城址で
は、白や紫の雪割草が春の日差
しをいっぱいに浴びて元気に
咲いていました。
（1 ページ右上参照）

▲ライトアップに包ま
れる子どもたち
(4 月 11 日）

北辰中学校では、希
望を胸に 42 名の精鋭
たちが入学式を迎え
ました。
新入生一人ひとり
が、返事とともに学校
生活の目標を述べた
後、細田和彦校長から
「①勉強を怠るな、②
仲間を大切にせよ、③
心身を鍛えよ」とメッ
セージが送られまし
た。また、新入生を代
表して土谷真輝さん
が「後ろを振り返ら
ず、北辰中だけを見つ
めていきます」と熱い
言葉を述べました。
（４月６日）

▲大変緊張しております

▲樹齢 300 年を超えるしだれ桜
(4 月 10 日）

▲恒例の教科書チェック！
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よろしくお願
いします。

お知らせ

地球にや
さしい～

道の駅良寛の里わしま美術館ゾーンに

家庭から出る使用済み天ぷら油を回収します
「燃やすごみ」として出されていた使用済み天ぷ
ら油を、平成 21 年 4 月から資源物として回収しま
す。回収された油は、バイオディーゼル燃料に製造
され、トラックなどの燃料として使用されます。
気軽で手軽なリサイクルにご協力ください。
●回収場所＝和島支所 1 階 市民生活課
●回収日時＝毎週月曜日から金曜日（祝日を除く）
午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分まで
●回収できる天ぷら油の種類
→家庭から出る植物系の天ぷら油
（菜種油、大豆油、ゴマ油、コーン油、サラダ油など）
【問い合わせ】 和島支所市民生活課
環境係（☎74－3111）
天ぷら油の出し方

「和らぎ家（やわらぎや）」オープン

５月１日
新装開店

旧観光物産館「てまり」が生まれ変わり、5 月 1 日
（日）に「和らぎ家」と改称してカフェ形式でスタート
します。従来「もてなし家」で開催していた各種教室
やコンサート、展示等も展開され、ガンジーソフトや
スイーツなどのほか各種グッズの販売も行います。
誰でも気軽に立ち寄れて、自然に「和」が広がって
いく、そんな地域のお茶の間を目指します。和島地域
の情報発信基地として、また皆さんのたまり場として
ぜひご利用ください。
～ガンジー牛乳使用～
●営業時間＝午前 10 時～
“プレミアム生キャラメル”
午後 5 時まで
新発売!!
●休 館 日＝毎週火曜日と
１箱(12 個入り)￥1,000
年末年始
１日限定２０箱！
【問い合わせ】
ＮＰＯ法人和島夢来考房（☎41－8900※和らぎ家）
『もてなし家』～休館日変更のお知らせ～

③キャップ
をしっか
り締めて
①固形物を取
り除く。

②油を冷ました
後、ペットボト
ル等へ入れて

５月･８月は無休
【営業時間】9 時～17 時(※食事は 10 時～15 時)
【問い合わせ】もてなし家（☎41－8110）

※容器は、中身が見える透明か半
透明のものに入れてお持ちくださ
い。びん、缶、紙パックは使用し
ないでください。
（詳細は「市政だ
より 4 月号」をご覧ください。）

4 月から、もてなし家の休館日が変更になります。
より多くの皆様からのご利用をお待ちしております。
【休館日】第１月曜日(※祝日の場合翌日)、年末年始

架空請求詐欺の被害急増について
④和島支所市民生
活課窓口へお持
ちください。

無料
精神科医師によるこころの相談会のお知らせ
春は就職や転居など環境の変化等で心が疲れやす
い時期ですよね。「眠れない」「疲れが取れない」「気
力がでない」など、気になることがありましたらどう
ぞお気軽にご相談ください。（無料、要予約）
●日時＝5 月 11 日（月）午後 2 時～3 時 30 分
●会場＝与板保健センター
●申し込み
＝長岡地域振興局地域保健課（☎33－4931）
又は和島支所市民生活課保健係
（☎74－3111）へお申し込みください。

若者が
危ない!

●被害の実態
県内の本年 3 月末現在の振り込め詐欺の被害件数
は、47 件です。このうち、架空請求詐欺が 25 件（全
体の 53.2％）を占め急増しています。また、若者
(20 代～30 代）が被害全体の 4 割を占めています。
●架空請求詐欺の手口
①サイト登録料･未納料･脱会料･遅延料等の名目
②ﾊﾟﾁﾝｺ攻略法、訴訟取下げ、仕事斡旋等の名目
等で振り込み（送金）を要求するケースが最も多く、
最後の騙し文句として『振り込んだお金は後日返還
される』などと言葉巧みに相手を騙し、その後も数回
にわたり送金を要求してきます。
●被害を防止するためには
【ワン】電話をかけない 【ツー】1 人で判断しない
【スリー】脅しにのらない これら３つのポイントを意識
しましょう。「疑って！まずは確認！振り込まない！」
【問い合わせ】与板警察署（☎72－0110）

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～ ５月の健診・相談日等のお知らせ
期 日

事業名

会 場

対 象

受付時間

5 月 7 日（木）

ぴよまま
広場

和島保健
センター

就園前のお子さんと保護者

午前 9 時 30 分
～11 時実施

5 月 12 日（火）

ポリオ
予防接種

三島保健
センター

(1 回目)平成 20 年 9,10 月生
(2 回目)平成 20 年 7,8 月生

午後 1 時 45 分
～2 時 30 分

３歳児
三島保健
平成 17 年 12 月
午後 1 時
健診
センター
平成 18 年 1 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】：市民生活課保健係(☎７４－３１１１)

5 月 14 日（木）
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■和島地域の人口
（平成２１年４月１日現在）
前月比

人口
総数

4,771 人

－5

内 男
訳 女

2,286 人
2,485 人

世帯数

1,330 世帯

－6
＋1
＋6

30

FAX

35

FAX
74 74
和島地域
生涯学習マスコット

18

青年夢来からのお知らせ
フリーマーケット出店者大募集!!
道の駅「もてなし家」春の恒例イベント『春
の楽市楽座』との同時開催でフリーマーケッ
トを行います！お家にある不要品や着られ
なくなった物を必要としている人がきっとい
るはず。この機会に自分のお店を出してみ
てはいかがですか！！お気軽にどうぞ～。
★開催日時＝５月２４日(日)
10 時から１６時
★開催場所＝道の駅「もてなし家」
★出店資格＝和島地域在住の方
★出 店 料＝無料
★出店受付・問い合わせ先
＝青年夢来事務局
（和島支所 地域振興課）
☎74-3111
※申込書は事務局にあります。

50

30

25

18

11

10

20

74

11

わし麻呂通信

21

35

!!
『
ひよこ教室』 に参加しませんか

平成 年６月７日（日）
午前７時 分開会※雨天中止
和島野球場、和島運動広場
和島地域住民または 和島地域内の事
業所に勤務している方
参加チーム数により決定
次の①～③にあげる条件を全て満た
すチームでプレイすること。
①高校生以上の女性２名以上
②高校生以上 歳未満の男性２名
以内
③ 歳 以 上 （ 昭 和 年４月１日以
前に生まれた人全て）の男性７名
以内 ※男女合わせて、１チーム
名以内を基本とする。
申 込 用 紙 によ り、 ５ 月 日 （ 月 ） ま
でに和島公民館へお申し込みくださ
い。
（ 受付可）※申込用紙は、
各体育推進員及び和島公民館
（和島支所２階）にあります。
■問い合わせ 和島公民館
☎ ‐３１１１
‐２７９１
15

▲昨年の大会の様子

ソフトボール大会 参加チーム募集

今年で 回目を迎えるこの大会。節目となる今大
公民館では就園前の幼児を対象に、リ
会の優勝はどのチームの手に！共に汗を流し、地域の トミックを中心として親子でふれあう機
会を提供しています。音楽を使った遊び
輪を深めましょう。奮ってご参加ください。
から親子のコミュニケーションの方法を
学んだり、子どもとどのように関わり理
■開催日時
解していったらよいかなど、子育てにつ
いて共に学びましょう！
■場
所
●日
時 ５月～２月の第２火曜日（全 回）午前９時
■参加資格
分～ 時まで（ 時までは自由開放時間）
※詳細はお問い合わせください。
■試合形式
●会
場 和島保健センター２階 乳児指導室
■ チーム編成
●対
象 平成 年４月２日から平成 年４月１日生
まれのお子さんと保護者
●定員定員 先着 組（定員になり次第締め切り）
●参 加 料 無料
●申込方法 和島公民館へお問い合わせいただき、５月１
日（金）までにお申し込みください。
●問い合わせ 和島公民館 和(島支所内 ☎) ‐３１１１

■申込方 法

30

!!

▲昨年７月のひよこ教室

参加
無料

◆ﾐﾆ図書館「米百俵号」が来る！◆
「米百俵号」は、大人から子どもまで楽しめる本を約
2,000 冊積んでいます！本の貸出・返却・検索・予約・リ
クエストもできます。
「貸出カード」のない方は、保険証か
免許証をお持ちください。
★4/28(火)、６/９(火)
13:10～14:30/和島体育館
★6/3(水)
9:30～10:20/和島幼稚園
【問い合わせ】中央図書館(☎32―0658)

トリムハイキング開催決定！
～参加者募集中～

今年もやってきました、和島地域恒例行事！
ご家族、ご近所、お友達をお誘い合わせの上、奮っ
てご参加ください。

内容

5 月 17 日（日）午前 9 時 30 分出発
【道の駅→山田郷内→落水海岸→道の駅】

※詳細は全戸配布のチラシをご覧ください。

問い合わせ：和島公民館（☎74-3111）

編集・発行／長岡市和島支所地域振興課 地域振興・防災係
第３０号/平成２１年４月２５日発行
〒949-4511 長岡市小島谷 3434-4
ＴＥＬ（０２５８）７４－３１１１ ＦＡＸ（０２５８）７４－２７９１
カラーは
スゲェ！

「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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