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支所からのお知らせ
みんな集まれ～！

いろんな正
座を発見で
き ち ゃ う
よ！！

～昨年のかんさつ会の様子～

夜空を３６０度見わたせる、
ココ“わしま”で
いっしょに星を
かんさつしてみませんか？

▲手作り望遠鏡を使用しました。

★ 日時：８月１１日（火）午後７：３０～

カブトム
シも見に
来る！？

★ 場所：和島オートキャンプ場
★ 参加費：無

料

【申し込み先・問い合わせ】
和島オートキャンプ場
（☎７４－３０１０）

▲貴重な正座を発見！？

わしまのできごと

地域貢献に一役！
北辰中の生徒 45 名が小島谷駅と妙法
寺駅でボランティア清掃に汗を流しま
した。
今回の活動は総合学習の一環で、「地
域への社会貢献として何ができるか」を
生徒らが自ら考え提案したもの。
生徒たちはＪＲの職員や先生の指示
のもと、ほうきやカマを片手に駅構内の
清掃やその周辺の草取り、ごみ拾いな
ど、地域貢献に一役買っていました。
（７月３日）

▲小島谷駅構内

笹団子っておいしいけど、難しい～

▲妙法寺駅

楽しみやすいスポーツ「輪投げ」

昨年に引き続き、長岡市老
人クラブ連合会和島支部主
催の「第２回輪投げ競技大
和島小学校調理クラブ（12 名）が昔ながらの笹団子 会」が開催されました。全 29
作りに挑戦。最強の助っ人、地元農家の“おかあちゃん” チーム 150 名が参加し、年齢
たちの指導のもと、一つ一つ丁寧に作り上げました。児 を感じさせない奮闘ぶりで
童たちは、出来上がったアツアツの笹団子を手に取り、 会場は大いに盛り上がりま
した。
（６月 21 日）
満足した様子でした。（６月 25 日）
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わしまのできごと
荒巻神楽舞

ホタルと共に舞う

荒巻集落では、環境保全活動の取り組みを皆に知
ってもらおうと、和島小学校などに参加を呼びか
け、ホタル観察会を実施しました。当集落センター
を集合場所に、地域内外から約 40 名が参加。出発
前には、荒巻の伝統芸能「神楽舞」を披露し、地域
の良さをＰＲしました。
観察場所である“竹ノ耕地”まで、歩いて約 20
分。皆で行けば怖くない！所々に舞うホタルが明か
りとなり、子どもたちも大喜びでした。
（６月 20 日）

▲出発前にハイチーズ！

▲荒巻集落センターを出発、竹ノ耕地へ

もてなし家 オープン 5 周年に感謝
道の駅良寛の里わしま地域交
流センター「もてなし家」がオー
プンして５年。この日、県内各地
からよさこいチームが集結し、感
謝祭が盛大に行われました。この
ほか、各地域の特産品の販売やフ
リーマーケット、マイ箸作りなど
もあり、道の駅はたくさんの人で
賑わいました。（６月 14 日）

あ～いい香り～
共育の里山“ラビットファーム”
では、今年もラベンダーが見事に咲
きました。ラベンダーの香りは、神
経の緊張や不安を和らげ、安眠作用
があると言われています。
この日ラビットファームは、子ど
もから大人まで訪れた人全ての心
を癒してくれました。（６月 20 日）

スイカ割りで親睦深める
和島手をつなぐ親の会「ゆきわり会」
では、今年で７回目となるバーベキュー
大会を柏崎市西山町の「ゆうぎ」で開催
しました。
好天に恵まれ、54 名の参加者たちは、
レクリエーションで汗を流したり、お腹
いっぱい食べたりと親睦を深めつつ、楽
しいひとときを過ごしました。
（７月５日）

いじわるをしたらかわいそうだよね

野菜で運動会！
和島体育館を会場に、和島幼稚園・
保育園の合同運動会が開催されまし
た。今年は、
「元気 100 倍!!食育コミ
ュニケーション」をスローガンに、食
に関するプログラムを実施。園児たち
は、ピーマンのお面をかぶったり、大
根をかごに入れたりで大忙し。
また、会場には大勢の家族が応援に
駆けつけ、わが子や孫の頑張りに大き
な声援を送っていました。野菜は残さ
ず食べましょう！（６月 13 日）

和島人権擁護委員が和島
幼稚園・保育園を訪れ、パネ
ルシアター「はしの上のおお
かみ」を上演しました。意地
悪なおおかみと優しいクマ
のやりとりに、園児たちは
「意地悪をしたらいけない
んだよね」などとつぶやきな
がら、真剣に見たり聞いたり
していました。（６月 15 日）
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お知らせ
注意
ケーブルテレビ仮申込は９月３０日まで

衆議院議員総選挙のお知らせ

ケーブルテレビの仮申込書を区長さんを通じて各
世帯へ配付します。９月３０日までに仮申込みをしてい
ただくと、早期申込割引の適用も受けられ、大変お得
になっています。ぜひこの機会にご家族でご相談いた
だき、多くの皆様のお申し込みをお待ちしています。
詳しくは、仮申込書に同封のご案内をご覧ください。
【問い合わせ】和島支所地域振興課
地域振興・防災係（☎74－3111）
ＦＭ
ラジオ 『緊急告知ＦＭラジオ』

●任期満了日＝9 月 10 日（木）
※公示日や投票日は決定次第お知らせします。
●小選挙区＝長岡市は、合併前の市町村を区域とし
て、次のとおり複数の選挙区に分かれて
いますので、ご確認ください。

衆議院小選挙区
新潟県第２区

指定取扱店のお知らせ

新潟県第４区

新たに３店舗が緊急告知ＦＭラジオの取扱店とな
りました。和島地域内では下記の４店舗でご購入いた
だけます。

取扱店
久住電設 有限会社
佐藤電機工事
有限会社 河上電光
星電気工事店

所在地
小島谷
島崎
島崎
小島谷

新潟県第５区

対象旧市町村名
旧和島村 旧越路町
旧三島町 旧小国町
旧寺泊町 旧与板町
旧中之島町
旧栃尾市
旧長岡市
旧山古志村

期日前投票をされる方へ・・・

電話番号
74－2052
74－3335
74－2497
74－2051

これまでは、市内のいずれの期日前投票所でも投票が
できましたが、衆議院議員総選挙に限り、ご自分の該

当する小選挙区内の期日前投票所で投票することに
なります。（和島地域の方は、上記表の第２区と書かれた地
域の期日前投票所で投票できます。）

【問い合わせ】和島支所地域振興課（☎74－3111）

In はま
なす

●開票＝小選挙区ごとに３箇所で即日開票します。
-------------------------------------------

“海援隊トーク＆ライブ２００９”開催！

武田鉄矢率いる海援隊結成 30 年の節目を期に始ま
ったトーク＆ライブツアー。3 人だけのアコースティ
ックギターによるフォークソング原点のライブスタ
イルです。
●日時＝９月２７日（日）
午後５時３０分開演（午後５時開場）
●会場＝寺泊文化センター（はまなす）多目的ホール
●料金＝全席指定 4,500 円（税込み）
●チケット発売＝７月２６日（日）午前１０時から、
寺泊文化センター及び各
プイガイド窓口で。（詳しく
はお問い合わせください）
【電話予約】
発売開始日の午後１時
から受付
☎７５－５１５５
【問い合わせ】
長岡市寺泊文化センター（☎75－5155）

投票所が一部変更になります
これまで島田・桐島小学校をそれぞれ当地域の投票
所としておりましたが、両小学校の閉校により、投票
所を次のとおり変更させていただきます。
これまでの投票所

島田小学校

これまでの投票所

桐島小学校

新しい投票所

和島小学校
地域交流館わしま
新しい投票所

和島北野
集落開発センター

【問い合わせ】
選挙管理委員会事務局（☎39－2241）
和島支所地域振興課 総務係（☎74－3111）

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～ ８月の健診・相談日等のお知らせ
期 日

事業名

会 場

受付時間

8 月 11 日（火）

ぴよまま
広場

和島保健
センター

ひよこ教室と共催で家庭教育講演会

午前 9 時 30 分
～11 時実施

8 月 12 日（水）

1.6 歳 児
健診

三島保健
センター

平成 19 年 12 月、
平成 20 年 1 月生

午後 1 時
～1 時 45 分

対 象
就園前のお子さんと保護者

赤ちゃん 三島保健
午前 9 時
平成 21 年 1 月・2 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)

8 月 21 日（金）
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■和島地域の人口
（平成２１年７月１日現在）
前月比

人口
総数

4,773 人

±0

内 男
訳 女

2,287 人
2,486 人

世帯数

1,340 世帯

－1
＋1
＋2

◆ﾐﾆ図書館「米百俵号」巡回日程◆
★８/１９（水）
13:10～14:30/和島体育館
★８/1２（水）
9:30～10:20/和島幼稚園
【問い合わせ】中央図書館(☎32―0658)

１.野球大会
（雨天中止）
●会場：和島野球場・運動広場
●時間：午前７時３０分～

※7 月 31 日申込締切

出来はいかが～？

７月４日（土）、少年教室
調理実習が開催されまし
た。
参 加 者 は なれ な い 包 丁さ
ばきでしたが、奇跡的に切
り傷ひ とつなく、できあが
ったカレーラ イ スを 残すこ
となくおいしくたいらげま
した。

▲ロープワークの講習

わし麻呂通信

10

「
家庭教育講演会」
のご案内

74

11

～幼児期は生活リズムを大切に～

!!

幼児期から児童期は、からだの発育や精神的
な発達が共に旺盛な時期です。そして、丈夫な
からだも、規則正しい食習慣も、味覚も皆この
時期に基礎ができます。
よい習慣を身につけ、すこやかな未来をプ
レゼントしてあげましょう。
◆日 時 ８月 日 火( 午)前 時～
◆会 場 和島保健センター１階 検診ホール
◆講 師 管理栄養士 山田チヨさん
◆対 象 一般の方
◆定 員 先着 名（定員になり次第締切）
◆参 加 料 無 料
◆申込方法
和島公民館（和島支所
地域振興課内）にある
申込用紙を記入の上、
和島公民館へ（郵送・
ＦＡＸ・電話可）
◆申込期限
８月７日（金）

【
問い合わせ】 和島支所地域振興課
教育支援係（☎ ‐３１１１）

海洋教室開講

海洋教室が６月 日（土）
に開講しました。現在は、保
護者やボランティアの皆さん
の協力もいただきなが ら、ロ
ー プ ワー ク や 艇 庫 清 掃 、 カ ヌ
ー教室を開催しています。
27

60

３.カヌー体験会
夏真っ盛り！ちょっとスポーツしていい汗かきません
か？国体をより一層ＰＲし、スポーツの関心を高めるため、
８月９日（日）に和島地域で各スポーツ行事を開催します。
奮ってご参加ください。（問い合わせは地域振興課まで）

（雨天中止）
●会場：綿打の堤（小島谷地内）
●時間：午後２時～４時
●服装：濡れてもいい服装

※大人も子どもも参加無料、
申込不要,小学生未満は

２.ニュースポーツ体験会（ｲﾝﾃﾞｨｱｶ､ﾌﾛｯｶｰ､ﾍﾟﾀﾝｸなど）
●会場：和島体育館

●時間：午後２時～４時 ●服装：動きやすい服装

保護者同伴

※大人も子どもも参加無料、申込不要

Ｂブロック

【大会結果】
★優 勝：「ＷＳＭ」
☆準優勝：「中小島谷」

Ａブロック

【大会結果】
★優 勝：「日高チーム」
☆準優勝：「ひまわりチーム」
☆３ 位：「村田チーム」

７月６日（月）から５日
間の日程で、和島体育館を
会場に、全１８チーム参加
による｢第２６回ナイター
バレーボール大会｣が行わ
れました。結果は左記のと
おりです。

編集・発行／長岡市和島支所地域振興課 地域振興・防災係
第３３号/平成２１年７月２５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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