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８月 日から 日の三日間にわたり開 催された「ふるさとわし
ままつり」。新企画「老いも若きもわしま劇場 芸自慢大会」では、優
勝者を決めかねくじ引きになる一幕も。
来場者約４，７００人。わしまの「和」の心は、多くの方に夢と感動
と笑顔を与えてくれました。
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長岡駅
⇔和島

天地人ゆかりの地を巡るターンバス『てんこもり号』只今運行中！

９月１日（火）から長岡駅発着の天地人ゆかりの地を巡
るターンバス「てんこもり号」が運行されています。
フリーパス（500 円）で当日に限り、乗り降り自由となっています。
多くの市民の皆様からもご利用いただけるようご案内いたします。
●フリーパス料金＝1 人 500 円（小学生以上）※小学生未満は無料
なお、フリーパス券の販売
場所は右のとおりです。

和島地域の停留所は、
次の 2 箇所です。
・道の駅良寛の里わしま
・良寛の里 和らぎ家
※時刻表や運行スケジュールなどの詳細は配布チラシをご覧ください。
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＜販売場所＞
○越後交通長岡駅大手口前案内所
・場所：長岡駅大手口バスターミナル内
・営業時間：7：50 から 19：00 ℡32-2809
○越後交通長岡駅東口案内所
・場所：長岡駅東口 E・PLAZA1 階
・営業時間：7：50 から 18：45 ℡34-3251
○越後交通栃尾営業所
・住所：長岡市栄町 2-4-43 ※℡なし
・営業時間：8：00 から 19：30
○越後交通寺泊バスセンター
・住所：長岡市寺泊上荒町 935-3-122
※℡なし 営業時間：8：30 から 18：00

わしまのできごと
39 人が新成人に～大人への一歩～
今年の成人式は、“地域交流館わしま”で開催さ
れました。式典では、新成人を代表して佐々木守さ
んが「甲子園球児のような強い信念と、不況を吹き
飛ばすほどの大きな夢や希望を持ち、精一杯生きて
いくことを誓います」と決意を述べました。
また、記念講演ではフリーアナウンサーの小野沢
裕子さんより、「出会い」についてご講演いただき
ました。小野沢さんは「皆さんは親善大使。多くの
人に出会い故郷をＰＲし、何があっても諦めないで
ほしい」と新成人にエールを送りました。今年の新
成人は 39 人（男 21 人、女 18 人）でした。（８月 15 日）

北辰中 2 年生、支所で奮闘中！

心に刻む青春の 1 ページ

▲交通安全のぼり旗設置（島崎）

天候が危ぶまれる中で開催された北辰中学
校「ふれあい体育祭」。天も運も味方し、両軍
とも“愛の兜”をかぶっての出陣！観客を巻き
込んでのふれあい種目は、最後まで目が離せな
い展開で、熱戦の連続でした。
結果は青軍の総合優勝でしたが、この日共に
汗と涙を流した生徒たちの心には、青春の 1 ペ
ージが刻まれたことでしょう。（９月５日）

伝統の島崎おけさが復活！！

▲無線放送室にて録音中（和島支所）

現在、北辰中学校２年生
の生徒７名が、３週にわた
って和島支所で職場体験
をしています。生徒たち
は、書類整理やグラウンド
の草取り、交通安全用のぼ
り旗設置、広報無線業務な
ど、様々な仕事にチャレン
ジしています。中でも広報
無線業務は、実際に生徒が
原稿を読み、録音したもの
を全戸に放送するという
貴重な体験。最初は緊張し
ていたものの、次第にリラ
ックスし、最後は職員より
も上手に･･･。
皆さん、広報無線によく
耳を傾けてみてください。
若々しい声が聞こえてく
るかも！？（９月 11 日）

「ふるさとわしままつり」の大花火大会が終わる頃、島崎
の隆泉寺の方角から笛や太鼓の音色が聞こえてきました。そ
れはなんと、地元の方々の強い要望で復活した、伝統ある“島
崎おけさ盆踊り”でした。
小さい子どもからお年寄りまで、世代を超え皆一緒になっ
て真夏の夜を楽しむ姿は、心温まる感じと、昔の懐かしい匂
いがしました。
心がひとつになり、地域がひとつになったこの瞬間を、誰
も忘れることはありません。必ずや後世に受け継がれていく
ことでしょう。（８月 14 日）

Ｅボート大会に和島チーム参加
寺泊の松沢町海岸で行われたこの大会には、県内
外から 20 チームが参加。当地域からは、Ｂ＆Ｇ海
洋教室の子どもたちや、そのＯＢたちがチームを組
んで参加しました。
あと一歩のところで入賞を逃したものの、参加者
たちはさわやかな潮風と海の幸を大いに堪能しま
した。
（９月５日）
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安全
第一

お知らせ
秋の全国交通安全運動が始まります！
『夕暮れの 危険を減らせ 早めのライト』

地デジチューナを無償で給付します

９月２１日（月）から３０日（水）までの期間中、和島交通
安全協会の皆さんが小中学校の通学路に立ち、交通安全
を呼びかけます。例年、秋から年末にかけて、夕暮れや
夜間における死亡事故や重大事故が多発する傾向にあ
ります。外出の際には、早めのライト点灯や反射材等を
活用し、また相手を思いやる心を持って、事故防止につ
とめましょう。
＜運動の重点＞
●高齢者の交通事故防止
●夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗用中の交通事故防止
●全ての座席のｼｰﾄﾍﾞﾙﾄとﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ
の正しい着用の徹底
●飲酒運転の根絶

予防
第一

【問い合わせ】和島支所地域振興課
地域振興・防災係（☎74－3111）

地
デジ

総務省では、経済的な理由などで地上デジタル放送
を見ることができない世帯（具体的には生活保護など
の公的扶助を受けている世帯等で、ＮＨＫ受信料全額
免除となっている世帯の方々が対象です。）に対して、
簡易なチューナーを無償給付するなどの支援を、本年
10月1日から開始します。
★支援の申込みには、ＮＨＫと受信契約を結び、
全額免除の適用を受けることが必要です。
★支援は現物給付ですので、ご自身で購入された
チューナー、アンテナ改修等の費用を清算する
ことはできません。
【問い合わせ】
総務省 地デジチューナー支援実施センター
（☎0570－033840）

介護サービス・地域づくり研修会のご案内

高齢者のインフルエンザ予防接種が始まります
インフルエンザ予防接種が、１０月１日（木）から受
けられます。希望される高齢者の方は、１１月末くら
いまでに受けることをお勧めします。
●会場＝小黒医院、木村医院
※和島地域では上記の 2 医療機関で実施しま
す。それ以外は、委託を受けた医療機関か
どうか、事前に確認してください。
●対象＝①65 歳以上の方
②60～64 歳で心臓・腎臓・呼吸器の障害で、
身体障害者手帳 1 級を持っている方
●料金＝1,050 円（1 人 1 回）
●持ち物＝保険証、医療受給者証（身体障害者手帳）
【問い合わせ】和島支所市民生活課（☎74－3111）

９月２６日（土）・２７日（日）
和島オートキャンプ場 『無料開放ＤＡＹ!!』
和島地域住民の方に限り、全て無料で開放し
ます。（１泊もしくはデイキャンプ）
※詳しくは和島オートキャンプ場まで
（☎７４－３０１０）

入場
無料

●日時＝10 月 15 日（木）午後 1 時 30 分～3 時 45 分
●会場＝長岡リリックホール コンサートホール
※入場無料です
●内容＝①講義「認知症を理解する」
「認知症サポーターとは」
②体験発表「認知症の家族を介護して」
③寸劇「認知症の人への接し方を考えてみま
しょう」
【問い合わせ】
地域包括支援センターわしま・てらどまり（☎74－3808）

長岡市プレミアム商品券
使用期限 10 月 31 日（土）まで
プレミアム商品券の使用期限が迫っています。お
持ちの方はお早めにご利用ください。
●使用できる店舗＝長岡市共通商品券協同組合のホ
ームページでご確認ください。
（http://www.pjnet.ne.jp/nsr/syohinken/）
【問い合わせ】
長岡市プレミアム商品券実行委員会（☎32－7002）
商業振興課（☎39－2228）

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～ １０月の健診・相談日等のお知らせ

■和島地域の人口

期 日

事業名

前月比

10 月 1 日（木）

ぴよまま
広場

10 月 8 日（木）

1.6 歳児
健診

（平成２１年９月１日現在）
人口
総数

4,770 人

±0

内 男
訳 女

2,282 人
2,488 人

世帯数

1,342 世帯

－1
＋1
＋1

会 場

対 象

受付時間

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

三島保健
センター

平成 20 年 2 月・3 月生

午後 1 時
～1 時 45 分

赤ちゃん 三島保健
午前 9 時
平成 21 年 3 月・4 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)

10 月 16（金）
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トキめき新潟国体、みんなで見に行こう！長岡市内開催競技は全て“入場無料”

１０.1７

※詳細は、９月１日に全戸配布の『2009 国体だより ながおか ism』を見てね♪

31

24

▲テントサイトにて（2 日目の朝）

わし麻呂キッズたちが宿泊研修

少年 教 室の メ ンバ ー 名
が、８月 日（土）から
日（月）まで 二泊三日の日
程で、
「国立妙高青少年自然
の家」を会場に、野外炊飯
やキャンプファイヤー、源
流探検などさまざ まな体験
活動をしてきました。
子どもたちは 各班に分か
れ、慣れない作業をお互い
協力し合い、いつも以上の
チー ムワークでこ の夏一番
の思い出を妙高から持ち帰
りました
22

!!
妙高

in
▲そば打ち体験（2 日目）

▲源流探検（2 日目）

▲野外炊飯（1 日目）

１０月２４日（土）
・２５日（日）開催
生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in ワシマ参加者募集！

日ごろの練習成果や創作活動の発表の場として、ぜひ参加してみませんか？
●募集内容：①作品展（10/24・25）・・・絵画（日本画・洋画等）、陶芸、書道、切り絵、絵手紙など
②芸能発表（10/25）・・・民謡、舞踊、楽器演奏、ダンスなど
●申込締切：①、②ともに 10/9（金）までに、地域振興課にある申込用紙でお願いします。
【申し込み・お問い合わせ】地域振興課 教育支援係（☎74－3111）

さわやか健康クラブのご案内
ただ今、当クラブでは有酸素運動やｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ、ｳｫｰｷ
ﾝｸﾞ体操などなど、楽しく健康な体づくりを行うことを目
的に活動しています。興味のある方はぜひ直接会場へいら
してください。
日時
第 2・第 4 木曜日
場所
和島体育館（小）
午前 9:30～午前 11:30
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◆ﾐﾆ図書館「米百俵号」巡回日程◆
★１０/２２（木）
9:30～10:20/和島幼稚園
★１０/２８（水）
13:10～14:30/和島体育館
【問い合わせ】中央図書館(☎32―0658)

わし麻呂通信

サッカー“アルビレックス新潟”
の試合を観戦しよう！

浦和レッ

vs

壮大なスケールの会場「東北電力ビッグスワン」

29

節「アルビレックス新潟

日（土）午後４時キックオフ

17

で、Ｊ１第

月

10

ドダイヤモンズ」をみんなで観戦しましょう！

●日 時
※ 午 後 １ 時半 まで に 和 島 支 所 玄関 前

（体育館側）に集合してください。

東北電力ビッグスワンスタジアム

名（定員になり次第締切）

名未満の場合は、中止

※中学生以下は保護者同伴

※申込者が

人１人 ２，０００円

する場合があります。

①大

20

●会 場

●定 員

●参加費
②親 子１組 ３，０００円

（小・中学生と保護者）

③高校生１人 １，０００円

10

※ 料 金 は バ ス代 ほ か 含 む （夕 食 代 は

含みません）

●受付期間
月６日 火( )
まで和島地区体育協会事務

―３１１１）へ電話

局 （和島支所地域振興課

☎

親子でなくて

でお申し込みください。

●その他

も、保護者として引率可能

であれば、参加できます。

【
問い合わせ】

❘３１１１

地域振興課 教育支援係

☎
74

74

50

（土）

