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支所からのお知らせ
ケーブルテレビ上映中！！地域の話題盛りだくさん
今年度長岡市では、和島地域にケーブルテレビを整備することに決定しました。
そこで、整備に先駆け、まずは皆様にケーブルテレビとは一体どういうものか
を知っていただくため、次の 2 箇所にテレビを設置しました。過去にケーブルテ
レビで放送された、当地域に関する出来事をＤＶＤに集約し上映しています。
島田・桐島両小学校の閉校式から和島小学校の開校式までの映像のほか、地域
の話題が盛りだくさんの内容となっておりますので、ぜひ見に来てください！！
必要な方（個人または団体）には貸し出しも行います。
また、今後 6 月中旬頃から各集落に出向き、ケーブルテレビの説明会を開催し
ていく予定です。地域の皆様には、ご協力をよろしくお願いします。
【問い合わせ】
和島支所地域振興課 地域振興・防災係（☎74-3111）

▲和島支所 1 階ロビー（体育館側）にて

内容は
毎月更新！

【テレビ設置箇所】

①和島支所 1 階ロビー（体育館側入口の柱付近）
／午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 ※土日・祝日を除く
②道の駅良寛の里わしま「和らぎ家」入口休憩スペース（旧お食事処「てまり」）
／午前 10 時～午後 5 時 ※毎週火曜日除く

▲道の駅良寛の里わしま「和らぎ家」
入口前にある休憩所にて

夏は“和島オートキャンプ場”
で決まり！！

今年のキャンプ場はココがオススメ♪

その１：見晴らし最高の展望台
念願の展望台が完成しまし
今年も和島オート
た。ぜひ一度ご覧になってくださ
キ
ャ ンプ 場が オ ー
い。椅子も用意してありますの
プンしました。
で、ゆっくりとおくつろぎいただけ
4 月 18 日（土）、
ます。絶景！絶景！
オープン初日の最
その２：地ビール特別プラン登場！
初のお客様は、長岡
寺泊の日帰り温泉「太古の湯」では、“キャンプ場特別プラン”を
市 三 ツ郷 屋か ら お
ご用意。入浴（タオル付）・食事込みで１，５００円のプランに、地ビ
越しの田中さんとその友人の方たちでした。田中さ
ール・ソフトドリンク・ソフトクリームのどれか１品をサービス！
んたちには、スタッフから木炭３kg がプレゼント
その３：利用された方にステキなプレゼントが！？
されました。またのご利用をお待ちしてます。
「わしま支所からのお知らせ５月号を見ました！」と一言スタッフ
に言うだけで、なんと豪華賞品をゲット!!（※和島地域の方限定）
和島オートキャンプ場に関するさらに詳しい情報は・・・
⇒ http://www.kizuna-camp.com
【予約・問い合わせ】和島オートキャンプ場（☎74-3010）

天まで届け！こいのぼり！！

わしまホットニュース♪

和島幼稚園・保育
園にこいのぼりが
設置されました。園
児たちは「手がとど
きそう！」と大喜
び。その陰には、民
生委員・児童委員の
方たちの、汗と涙の
物語がありまし
た・・・。
（４月 20 日）
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▲園児たちが怪我をしないよ
う、杭を布で保護します。

▲支柱を自力で持ち上げ
ます。ふんばりどころ。

わしまホットニュース♪
観光協会や消防団などボランティア約１
３０名が参加して、早朝から「海岸清掃」を
行いました。悪天候の中、冬の間に打ち寄せ
られた空き缶やペットボトル、プラスチック
ごみや流木などを回収しました。
清掃が終わると、参加者たちはきれいにな
った砂浜を眺めながら、満足そうな表情をう
かべていました。これから海の観光シーズン
です。海で出したごみは必ず持ち帰るように
しましょう。
（４月 26 日）

夏は落水海水浴場へ！！ 花よりごはん？
お花見給食

和島交通安全協会主催による
和島幼稚園・保育園の園児を対象
に交通安全教室が行われました。
子どもたちは県警察職員による
腹話術やアンパンマンのキャラ
クターを使っての交通指導で楽
しく交通ルールを学びました。ま
た、この日は警察車両も登場し、
子どもたちはパトカーに乗ったり白バイにまたがったりと、初
めての体験に満足そうな様子でした。皆さんも交通ルールをし
っかり守り、交通事故には十分注意しましょう。（５月７日）

ぼくは未来のおまわりさん

晴天に恵まれたこの日、和
島幼稚園では楽しいお花見
給食が行われました。
桜は８分咲きの状態でし
たが、園児たちは普段と違っ
た給食でおおはしゃぎ。この
日のお昼は、幼稚園の校庭い
っぱいにおなかいっぱいの
子どもたちの楽しい声が響
きわたりました。
（４月 13 日）

第１回和島地域委員会 開催報告（４月２８日（火）／和島保健センター）

【議題】
●正副委員長の互選について

選考委員５名の互選により、次のとおり決定しまし
た。
◆委員長：竹内嘉秀委員（再任）
◆副委員長：大矢準一委員（再任）

【報告】
●地域委員会の役割とアンケート結果について
●平成２１年度和島地域主要事業の概要について
次の７事業について説明をしました。

① 和島小学校新築事業（運動場・プール）
② 和島小学校スクールバス運行業務
③ 街なみ環境整備事業（島崎地区）
④ ケーブルテレビ施設整備事業
⑤ 県営ほ場整備事業(保内地区)建設費負担金
⑥ 良寛さま朗読ライブ事業
⑦ 道路新設改良事業
※議事録については、長岡市ホームページをご覧くだ
さい。
【問い合わせ】和島支所地域振興課（☎74-3111）

和島地域委員会委員を紹介します！！
和島地域では、地域の代表者をはじめとした 14 名の皆さん
が、市長から地域委員として委嘱されました。
これを受け、平成 21 年 4 月 28 日（火）に開催された第 1 回
地域委員会において、正副委員長の互選が行われ、平成 21 年度
の和島地域の地域委員会がスタートしました。
選任された委員の皆様をご紹介します。

委員長

副委員長

▲竹内 嘉秀

▲大矢 準一

▲清野 精研

▲三河 保

▲藤田 正義

▲小林 博

▲菊地 和昭

▲池浦隆太郎

▲関川たづ子

▲小林 教子

▲羽鳥 仁一

▲小林 純子

▲早川奈保子

▲島倉 茂
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お知らせ

２年に
１回検査

中之島・見附市今町大凧合戦の

計量器の定期検査を実施します

無料

無料市民観覧席を設置します

取引や証明のために使用している計量器は、計量
法による定期検査を２年に１回受けなければなり
ません。
検査の対象となる事業者を把握するため、計量器
の使用個数に関する事前調査を現在行っています。
今年度新たに検査を受ける事業者等で調査書が届
かない場合は、ご連絡ください。
●検査日時＝6 月 22 日（月）午前 10 時～正午まで、
午後 1 時～3 時 30 分まで（※受付は
終了時刻の 30 分前まで）
●検査会場＝和島体育館（小体育館）
●対象地区＝和島地域
【問い合わせ】和島支所産業課（☎74－3111）
又は工業振興課（☎39－2222）

注意
違法駐車の取締りを強化します！
与板警察署では、平成２１年６月１日から下記のと
おり重点的に違法駐車の取締まりを行います。
○取締路線名：国道４０３号線【与板地域】
○取締路線名：国道４０３号線【与板地域】
（千体橋交差点～原浦橋交差点の間）
（千体橋交差点～原浦橋交差点の間）
○時間帯：バス運行時間帯及び冬期間
○時間帯：バス運行時間帯及び冬期間

～大空にとどけ復興への思い 集まれ市民応援団～
中之島地域ふるさと創生事業実行委員会は、大凧合
戦の醍醐味を大勢の方から味わっていただくために、
市民観覧席（桟敷席）を設置します。350 年以上の歴史
を持つ、越後名物「大凧合戦」。約８畳の大きさの大
凧同士が威勢よくぶつかり合います。観覧席は、すべ
て自由席です。 どうぞお気軽にご利用ください。
●設置期間＝大凧合戦開催期間中
６月６日（土）～８日（月）
●設置場所＝刈谷田川猫興野橋上流左岸堤防
●大 き さ＝約８０人収容 18.0ｍ×5.4ｍ
●席
料＝無料（全席自由）
●駐 車 場＝中之島支所、中之島公民館及び中之島文
化センターの駐車場をご利用ください。
【問い合わせ】
長岡市中之島地域ふるさと創生事業実行委員会
（中之島支所地域振興課内）☎61－2010

※ただし、違法駐車の状況、駐車苦情、交通事故の発
生状況、イベント等の開催状況等を踏まえ、その他の
場所、時間帯においても必要に応じて違法駐車の取締
りを行います。【問い合わせ】与板警察署（☎72－0110）

至与板
中之島公民館
北陸自動車道

中之島文化
センター

猫興野橋
中之島支所

合戦会場

75 歳以上のドライバー

更新時に講習予備検査が必要になります。

市民観覧席
中之島大橋
今町大橋

刈谷田川

道路交通法の改正により、平成 21 年 6
月 1 日から従来の高齢者講習のうち 75 歳
以上の免許保有者について、講習予備検査
（認知機能検査）が導入され、記憶力・判
断力に応じて講習が行われることになり
ました。詳しくはお問い合わせください。
【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～ ６月の健診・相談日等のお知らせ
期 日

事業名

会 場

6 月 3 日（水）

1.6 歳児
健診

三島保健
センター

6 月 4 日（木）

ぴよまま
広場

和島保健
センター

対 象

受付時間

平成 19 年 10 月・11 月生

午後 1 時
～1 時 45 分

就園前のお子さんと保護者

午前 9 時 30 分
～11 時実施

赤ちゃん
三島保健
午前 9 時
平成 20 年 11 月・12 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】：市民生活課保健係(☎７４－３１１１)

6 月 19 日（金）
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■和島地域の人口
（平成２１年５月１日現在）
前月比

人口
総数

4,776 人

＋5

内 男
訳 女

2,291 人
2,485 人

世帯数

1,335 世帯

＋5
±0
＋5

10

74

20

30

30

10

!!

『郷土長岡を創った人びと』只今発売中！

◆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。
★６/９(火)、６/２６（金）
13:10～14:30/和島体育館
★６/３(水)、６/２３（火）
9:30～10:20/和島幼稚園
【問い合わせ】中央図書館(☎32―0658)

長岡の今を築いた 67 人の先人の業績
をわかりやすく紹介した入門書です。
200 点を超える写真・図表を掲載してお
り、和島地域ゆかりの“良寛”や“風間
信昭”のエピソードも載っています！

販売価格：1,000 円
※申込書は和島支所地域振興課にあります。

問い合わせ：中央図書館文書資料室
（☎36－7832）

編集・発行／長岡市和島支所地域振興課 地域振興・防災係
第３１号/平成２１年５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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和島地域
生涯学習マスコット

!!

～なら王 わし麻呂キッズプロジェクト～

少年 教室で は 、 木のぬ く
もりいっぱいの地域交流館
「わしま」を利用して、紙
芝居作りが始まりました。
参加者は、和島地域に伝わ
る昔話を協力しながら台紙
に描いていました。
こ の 紙 芝居 は 、 月 開催
予定の「生涯学習フェステ
ィバル」で発表される予定
です 。乞うご期待

文化伝承教室「わしま太鼓」の受講生を募集します！
太鼓と樽の混合で、大太鼓の深い響きと軽快で繊細、
かつ力強い樽の音を楽しみませんか。
初めての方、経験者の方大歓迎！！教室では、より楽し
く、より豊かな演奏を奏でるために、中・高・大人の参加者
を大歓迎しております！！この機会に、わしまの文化伝承
『和』の響きをいっしょに体感しましょう！
◆活 動 日＝平成２２年３月３１日までの毎週火曜日（祝
日等を除く）及び発表等に関わる日
◆活動時間＝午後７時３０分～８時３０分
◆会
場＝北辰中学校体育館
◆募集対象＝和島小 4 年生～一般
（和島地域住民に限る）
男女不問
◆参 加 費＝ひとり２，２００円
（マイバチ購入費ほか）
◆申込方法＝和島公民館へ直接ご
▲越後長岡和太鼓 2008
連絡ください。
【問い合わせ】和島公民館（☎74-3111）

少年教室 地域交流館「
わしま」で開催

受講生募集!!

わし麻呂通信

30

和島Ｂ＆Ｇ海洋センター アルバイト募集

30

18

長岡市では、プール監視員のアルバイトを募集しま
す。詳細は、今回配布の回覧をご覧ください。

金

●職
種
●業務内容

●雇用期間
●勤務時間

●賃

●応募条件

●応募方法

●採用人数

プール監視員
受付、電話対応、プール及び周辺監視、
応急手当、その他管理業務
平成 年７月１日（水）～９月６日（日）
①午前８時 分～午後５時 分
（昼休み１時間）
②午後５時 分～９時 分
※詳しい勤務表は回覧をご覧ください。
①１日（８時間勤務）５，９６０円
②夜間（４時間勤務）２，９８０円
平成３年４月１日以前に生まれたもの
（高校生を除く）
「アルバイト登録申込書」（写真添付）
「アルバイト予定表」に必要事項を記入
のうえ、６月 日（
木）
午後５時までに、
和 島 支 所 地域 振 興 課 へ提 出 して くださ
い。なお、申込書等は、和島支所地域振
興課又は和島体育館にあります。
書類選考等により 名程度を採用
●その他 アルバイト採用
決定者は、６月
日（土）に和
島体育館で開催
される普通救命
講習会及び事前
説明会を受講し
ていただきます。
【問い合わせ】
和島支所地域振興課
（☎ ‐３１１１）
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