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支所からのお知らせ
いざ出陣！天地人和島合戦
～「では参ろうか！」“天地人”のテーマソングにのって
颯爽と入場。『愛』の兜をかぶった大将たちがにらみ合う。
勝つのはどっちだ？「いざ出陣、いけー！」～
これは「和島小学校開校記念大運動会」のひとコマです。
この日のために、児童、教職員、ＰＴＡが一生懸命準備をし
てきました。
1 年生から 6 年生までみんなで協力して頑張った運動会。
勝ち負けは問題ではありません。記念すべきこの日を、児童
たちは一生忘れず、そしてこの伝説は次の世代へ必ずや語り
継がれていくことでしょう。（６月６日）

阿木燿子さん和島小訪問 校歌制作へ意欲的
有名な作詞家で知られる阿木燿子さんが和
島小学校を訪れ、200 人を超える児童・保護者
と交流をしました。
阿木さんが以前から良寛さまに関心があっ
たことから、ＰＴＡが校歌の制作（作曲は夫の
宇崎竜童さん）を依頼したところ、快く引き受
けてくださいました。
今回は、「作詞の参考に」と初めて同校を訪
れ、夫妻が主宰するコーラスグループも同行
し、講堂で歌声を披露しました。
その後、新校舎を見て回った後、最後に児童
代表から阿木さんに、学校に対する思いを書い
た文集が手渡されました。
校歌は来年３月完成予定です。（５月 31 日）

わしまのできごと

良寛さんを偲んで

竹灯籠ライトアップ（宇奈具志神社）

心のおもてなし

（６月６日）

和島良寛会主催による良寛墓前法要が、島崎の隆泉寺にある
墓前でしめやかに営まれました。その後、宇奈具志神社境内で
「越後語り座」による良寛さま朗読ライブが行われ、夜には「和
島島崎地区まちづくり協議会」による、竹灯籠での心のこもっ
たおもてなしで、訪れる来場客の心をつかみました。

▲協議会・地域住民合わせて約 60
人が参加した清掃活動（5 月 30 日）

わしまのできごと
見て

食べて

楽しんで！

“道の駅良寛の里わしま”では、春の楽市
楽座が盛大に開催されました。錦鯉のつかみ
どりや大道芸のパフォーマンスに子どもた
ちも大喜びでした。また、天地人イベントと
して“小川ひろみ”さんが、お船の方テーマ
ソング「風のたまゆら」を披露しました。
（５月 20 日）

▲ケーブルテレビの取
材を受ける山田駅長

『青年夢来』も参加！！

▲小川ひろみさん熱唱

この日は若者たちも頑張りました。
「フリーマーケット」と「ヨーヨーすく
い」を出店し、子どもたちに大人気。風
船は品切れ状態！
そのほか、わしままつり大花火大会に
向け募金活動も行いました。

笑顔がキラリ☆コシヒカリ
和島小学校５年生が、グラウンド近くの田んぼにコシヒカリの苗を植えまし
た。田んぼは、島崎の本間さんから提供していただき、面積は約７畝（約７０
０㎡）
。地元の農家、松永利治さんから植え方などを教わりながら、児童たち
は裸足で上手に田んぼを歩いていました。あっという間に隙間なく苗が植えら
れ、児童たちは全身泥だらけになりながらも、自分たちの植えた苗を見て、自
然と笑みがこぼれていました。秋には稲刈りが待ってるよ！（５月 13 日）

各集落代表者
30 名が出席
新年度最初の「区長会議」が開
催され、ケーブルテレビ整備事業
や災害対策に関する説明があり
ました。
会議終了後は、各集落から市へ
の要望や困っていることなどに
ついて相談を受ける「市政なんで
も相談会」が開催され、市道整備
などの相談が多く寄せられまし
た。（５月 20 日）

人権ってなんだろう？
和島地域の人権擁護委員（遠藤てつ子さん、柳繁雄さん）が、「思いやり
の大切さ」を伝えるため、和島小学校５年生の教室を訪れました。
「種をまこう」という本の中から、
「あなたの夢はなんですか」
「こころの
かけはし」を題材に、読み聞かせを行い、人権について一緒に考えました。
児童たちにとって、自分を見つめなおす良いきっかけになったのではない
でしょうか。
（５月 14 日）

ケーブルテレビ住民説明会始まる！
６月 12 日（金）
、阿弥陀瀬集落を皮切りに、ケーブルテレビの説明会が始
まりました。「ケーブルテレビとは？」「毎月の料金は？」「初期費用はいく
ら？」など、具体的な内容を説明し、様々な質問にお答えしています。より
理解を深めていただくために、ぜひ多くの方のご参加をお待ちしています。
詳しい日程は、６月上旬に全世帯にお配りした文書をご覧ください。
また、最近では当地域のイベント等に、ケーブルテレビ（㈱エヌ・シィ・
ティ）が頻繁に取材にきております。皆さんもぜひ取材にご協力ください。
▲阿弥陀瀬集落開発センター（6 月 12 日）
【問い合わせ】和島支所地域振興課地域振興・防災係（☎74-3111）

おしらせ
注意
「不法投棄」は厳重に罰せられます！
不法投棄をした場合、違反者は５年以下の懲役もしく
は１千万円以下の罰金または両罰が科せられます。（廃
棄物の処理及び清掃に関する法律）
ごみの不法投棄は美観を損ねるだけでなく、川や地
下水などの環境汚染を引き起こします。モラルを守
り、子や孫の世代へより良い環境を引き継ぎましょ
う！
※不法投棄されたごみは、その土地を所有し管理する方
の責任で片付けていただくことになります。日頃からご
みを捨てられないように十分注意してください。（長岡
市生活環境の保全及び美化に関する条例）
道路、河川、公園などに大量のごみの不法投棄があ
るのを発見した方は、和島支所市民生活課へお知らせ
ください。管理者（行政機関、必要に応じて警察）と
協力して対応にあたります。

【問い合わせ】和島支所市民生活課
環境係（☎74－3111）
７／22
～31 日 ～夏の交通事故防止運動～

『あせる気と アクセル抑え エコの夏』
これから夏を迎え、開放感から来る飲酒運転や無謀
運転、夏休みを利用した家族旅行等、長距離運転によ
る疲労を原因とする交通事故が多く予想されます。上
記期間に交通事故防止運動が実施されますので、運転
手の方も、同乗者の方も、くれぐれも注意して、楽し
い夏を過ごしましょう。

運動の重点
○飲酒・居眠り・無謀運転の追放
○シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底
○交差点における安全確認の徹底
【問い合わせ】和島支所地域振興課☎74－3111

統計
調査

八代亜紀さんのコンサートを開催します

～八代亜紀ふれあいコンサート～
●日時＝９月６日（日）
昼・夜の 2 回公演
①昼の部：午後 2 時から
（午後 1 時開場）
②夜の部：午後 6 時から
（午後 5 時開場）
●会場＝中之島文化センター文化ホール
●定員＝①②各 500 人 ●料金＝全席指定 4,800 円
●チケット販売＝6 月 27 日（土）午前 10 時から
中之島文化センター、寺泊文化センター、栃尾文化セ
ンター、青少年文化センター、新星堂長岡店、見附市
文化ホールほか、各プレイガイド窓口で（お一人様 4
枚まで）
【電話予約】
販売開始日の午後１時３０分から受付
予約電話番号→☎６６－１３１０
(※窓口販売で完売の場合は電話予約不可)
【問い合わせ】
中之島文化センター ☎66－1310（月曜日は休館）

全国全ての事業所や企業を対象に行う調査です。
(基準日は７月１日)
日本の経済活動を明らかにして、行政施策などの広い
分野で利用されます。これまでの事業所・企業統計調
査など簡素合理化して実施します。７月中旬までに下
記の調査員が伺いますのでご協力をお願いします。
◆倉重聡明さん（小島谷） ◆小林弘子さん（島崎）
【問い合わせ】和島支所地域振興課（☎74－3111）

無料

精神科医師によるこころの相談会のお知らせ
「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＝７月６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。

不審な電話には注意してください
平成２１年経済センサス基礎調査にご協力を

in
中之島

注意

最近和島地域に、振り込め詐欺に関係した不振な
電話が多く発生しています。犯人は「携帯電話を落
とした」
「警察官ですがカードの暗証番号を教えてく
ださい」
「新型インフルエンザにかかって･･･」など、
言葉巧みにお金を騙し取ろうとします。このような
電話には十分注意し、被害に遭わないよう気をつけ
てください。不審な電話や文書などがありましたら、
1 人で対処せず警察へご相談ください。
【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～ ７月の健診・相談日等のお知らせ
期 日

事業名

会 場

7 月 2 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

7 月 28 日（火）

ポリオ予
防接種

三島保健
センター

（１回目）平成 20 年 11、12 月生
（２回目）平成 20 年 9、10 月生

午後 1 時 45 分
～2 時 30 分

対 象

受付時間

３歳児
三島保健
午後 1 時
平成 18 年 2 月、3 月生
健診
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】：市民生活課 保健係(☎７４－３１１１)

7 月 30 日（木）

■和島地域の人口
（平成２１年６月１日現在）
前月比

人口
総数

4,773 人

－3

内 男
訳 女

2,288 人
2,485 人

世帯数

1,338 世帯

－3
±0
＋3
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わし麻呂通信
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和島Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
７月１日（水）いよいよオープン

25

本格的な海洋性スポーツのシーズンがやっ
てきました。Ｂ＆Ｇ海洋センターでは、来る
７月１日（水）からのオー プンに向けて 準備
を進めています。
開放期間は９月６日（日）までで、開放時
間については次のとおりとなっています。
体力づくりや健康管理に、ご家族そろって
ご利用ください。

●利用時間 ①午前９時～正午
②午後１時～５時
③午後６時～９時
※７月 日～８月 日（夏休み
期 間 ） 以外 の 平 日 は ③ の み 開
館
※７月 日～８月 日までの
平日昼間は、和島小学校の授
業があるため、電話等でご確
認ください。

●利用料金 小学生未満無料
小・中学生 ５０円
高校生以上１００円
※小学３年生以下は保護者同伴

‐３１１１）

●期間 ７月１日（
水）
～９月６日（
日）

【問い合わせ】
和島支所地域振興課
教育支援係（☎
74

28

【大会結果】
★優勝
「寺町・法善町」
☆準優勝
「駅前村民」
☆３位
「リバーサイド」
「駅前市民」

５月 日（木）
、いきいき大学の
開校式とともに第１回学習会を開
催しました。
「病気にならないために」と題し
て、講師に健康管理士の喜多村賢之
氏をお迎えし、ご講演いただきまし
た。
「ボケにならない」「骨粗しょう
症にならない」「変形性膝関節症に
ならない」について、わかりやすく
お話いただき、受講者からのたくさ
んの質問にお答えいただきました。
いきいき大学は、来年３月までに
全部で９回実施します。

６月７日（日）、和島野球場及び和島運動広場を会場
にソフトボール大会が行われました。
出場チーム数は９チーム。２コートに分かれトーナメント
戦を行い、各コート激戦の中勝ち上がったチーム同士の
決勝戦では、僅差の白熱した戦いが繰り広げられまし
た。結果は下記のとおりです。

いきいき大学
スタート

!!

28

▲優勝した「寺町・法善町」チーム

◆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。
★６/26（金）、７/17（金）
13:10～14:30/和島体育館
★６/23(火)、７/14（火）
9:30～10:20/和島幼稚園
【問い合わせ】中央図書館(☎32―0658)

市立図書館の本の取次所を設置しました！
インターネットや図書館の窓
口で予約した本の受け取りと借
りた本の返却ができます。
★場所：和島支所２階
地域振興課
★時間：午前８時３０分
～午後５時３０分
是非、ご活用ください！

問い合わせ：和島支所地域振興課（☎74－3111）
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