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～探しています“達人”を!!～
体育・スポーツ分野での活躍、またスポーツ振
興に功績顕著及び競技成績優秀な方々の業績をた
たえるため、被表彰者の推薦を受け付けています。
『県大会優勝！』『北信越大会入賞』、また“全
国”と名のつく大会での入賞者及びそれらの指導
者など、自薦他薦を問いません。和島が育んだ地
域の達人を是非ご推薦ください。

達人
募集！

◆表彰該当期間
平成２０年１１月１日
～平成２１年１０月３１日まで
※上記期間以外（１年程度）についても
お問い合わせの上、ご連絡ください。
◆推薦期限
平成２１年１１月５日（木）

ご推薦及び表彰基準（内規）への該当可否については、下記までお気軽にお問い合わせください。
【問い合わせ】和島支所地域振興課（☎７４－３１１１）

はじめの一歩の学校づくり
和島小学校全校児童と地域のボランティアの方で、講堂「地域交流館わしま」の外
周の一角に、1,300 本もの芝桜を植えました。
先生方は、新しい学校の環境整備について、これまでずっと検討を重ねてきました。
その中で、地域の方と一緒になって学校の環境整備に取り組んでいこうという結論に
至り、この計画が実現されました。
児童たちは、ひとつひとつ丁寧に、気持ちを込めて植栽しました。来年の春には、
あたり一面にピンクの花がみんなをお出迎えしてくれることでしょう。
（10 月 13 日）

中学生、支所業務を体験その２

▲よく狙って

▲構えが様になってます

▲実際に体験をして・・・
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前回に引き続き、北辰中学校 2 年生が地域
内の各職場の業務を体験しました。
和島支所担当の生徒は、和島小学校のポニ
ースクールの取材を体験。写真撮影だけでな
く、実際にポニーに乗ってみるという、職員
顔負けの大胆な行動に、会場内からも拍手が
沸きあがりました。
その後、支所に戻り、撮影した写真とメモ
を見ながら記事まで作成してもらいました。
（９月 18 日）
※今月号 2 ページの「ポニースクール in 和島
小学校」の記事をご覧ください。

わしまのできごと
ポニースクール in 和島小学校

北辰中 2 年生
が突撃取材!!

9 月 18 日、和島小
学校のグラウンドで
ポニースクールが開
催され、1 年生から
6 年生までの全校児
童がポニーとふれあ
いました。先生や保
護者など、会場内の
全ての人がポニーに
乗ることができました。
自分の肩と同じくらいの背の高さのポニーに乗るのはひと苦労・・・。しかし、ポニーにまたがって見る景色
は最高！そして気分は壮快！でした。【文：北辰中 2 年生】

子どもたちの元気を胸に～祝！敬老会
74 歳以上の方（890 人）を対象に、敬老会が開催され、
85 歳になられた 27 人と、金婚式を迎えた 13 組に記念
品が贈られました。
式典後のアトラクションでは、地域有志の皆様による
踊りや、和島小学校スクールバンドによる演奏、幼稚
園・保育園のおゆうぎが披露され、出席した皆さんに元
気と笑顔をプレゼントしました。
（９月 13 日）

ハッスル！
ハッスル！

今年で三回目を迎え
た、長岡市老人クラブ連
合会和島支部スポーツ
大会が、和島体育館で開
催されました。
幼稚園・保育園の園児
たちも競技に参加し、ボ
ールを運んだり、電車を
走らせたりと大忙し。参
加した皆さんは、子どもたちの大きな声援をパワー
に変え、年齢を感じさせない奮闘ぶりで、会場はお
おいに盛り上がりました。
最後には、お互い熱い握手を交わし、世代を超え
た固い絆で結ばれました。
（９月 30 日）

笑顔がキラリ☆
コシヒカリその 2
和島小５年生が５月に植えたコシ
ヒカリの苗が、すくすく育ち、あっと
いう間に実りの時期を迎えました。
児童たちは、慣れない作業に最初は
戸惑っていましたが、地元の農家の
方々に真剣に教わりながら、次第に慣
れていき、最後はお互い指導しあうほ
どに。「昔の人は大変だったね」とつ
ぶやきながら、皆稲刈りを楽しんでい
ました。
苦労した後の“ごはん”はおいしい
よ！！（９月 24 日）

-2-

お知らせ

火事
注意！

１１月９日（月）～１５日（日）まで
『秋の火災予防運動』

地上デジタル放送に関する助成金のお知らせ

これから冬に向けて、暖房器具を使用する機会が多く
なります。火の取扱いには十分注意し、火事を出さない
ようにしましょう。
＜全国統一防火標語＞
消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子
【問い合わせ】
与板消防署 予防係
（☎72－2572）

注意
古くなった消火器にご注意を
古くなった消火器による破裂事故が発生しています。
家庭、職場にあります消火器について、容器外観に腐食
や変形がないか、再度、確認してください。また、不明
な点がありましたら、最寄りの消防署・出張所にお問い
合わせください。
【問い合わせ】 与板消防署予防係（☎72－2572）

無料

助成
金

こころの相談お受けします

①ビル陰等の受信障害対策用と②アパートやマン
ションなど共同住宅のテレビ共同受信施設をデジタ
ル化対応（ケーブルテレビに切り替えも含む）する際、
経費負担が過重となる（世帯あたりの経費が 3.5 万円
超）場合に国の助成を受けることができます。
●申請の締切＝①平成 21 年 12 月 28 日
②平成 22 年 1 月 15 日
※改修内容によっては、助成の対象にならない場合が
あります。詳しくは下記までお問合せください。
【問い合わせ】
総務省新潟県テレビ受信支援センター
（デジサポ新潟）助成金申請担当
（☎025－285－6226）

優良・優秀運転者表彰のお知らせ

表彰

平成 22 年の表彰が実施されますので、該当される
方は次のとおり申請してください。表彰種別は、10
年、20 年、30 年、40 年、50 年表彰の５種類です。

「眠れない」
「食欲がない」
「疲れが取れない」などが
続いていたら、一人で悩まずに、まずは相談してみませ
んか。精神科医師によるこころの相談会を下記のとおり
実施します。
（無料、要予約）
●日時＝１１月９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。
無料

●受賞資格と要件
１．交通安全協会の会員であること。
２．受賞歴があり、平成 22 年 4 月 6 日現在
で計算した運転経歴が今回申請する「表彰年
数」以上で、その間継続して事故や違反が無
いこと。※受賞歴が無い方でも 20 年、30
年表彰の申請ができます。ただし、その間無
事故・無違反の場合に限ります。

法務局『出前講座』開催のご案内
●日 時＝11 月 10 日（火）午後 2 時～3 時 30 分
●会 場＝和島保健センター 検診ホール
●内 容＝相続・遺言・成年後見制度等
●参加費＝無料
●申込み＝定員 20 名、11 月 4 日（水）までに下記へ
電話でお申し込みください。
【問い合わせ】
新潟地方法務局長岡支局（☎33－6901）

●申請に必要なもの
免許証、交通安全協会会員証、認印
●申請期限＝平成 21 年 12 月 4 日（金）
【問い合わせ・申請先】
地域振興課 地域振興・防災係（☎74－3111）

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～ １１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

会 場

前月比

11 月 5 日（木）

ぴよまま
広場

11 月 10 日
（火）

ポリオ予
防接種

（平成２１年１０月１日現在）
人口
総数

4,769 人

－1

内 男
訳 女

2,282 人
2,487 人

世帯数

1,341 世帯

±0
－1
－1

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

（1 回目）平成 21 年 3,4 月生
（2 回目）平成 21 年 1,2 月生

午後 1 時 45 分
～2 時 30 分

11 月 12 日
３歳児
三島保健
午後 1 時
平成 18 年 6 月・7 月生
（木） 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)
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柏

日（土）午後２時キックオフ

音楽鑑賞事業２００９

月１日（日）

小杉真二 「
名曲音楽」
ピアノコンサートを開催します！
●日 時

分開場 ３時開演

地域交流館わしま 講堂

午後２時
●会 場

無料（要入場整理券）

です。

ルトなど の 名 曲を集 め たコンサ ー ト

モー ツァルト 、 ショパン 、 シ ューベ

●入場料

●入場整理券取扱場所
地域振興課

・万吉（まちの駅）
・和島支所２階

※入場整理券はなくなり次第終了

❘３１１１）

です。お早めにお求めください。
【
問い合わせ】
和島公民館（
☎

１１月２２日（日）

◆ﾐﾆ図書館「米百俵号」巡回日程◆

★１１/１０（火）
9:30～10:20/和島幼稚園
★１１/１３（金）
13:10～14:30/和島体育館
【問い合わせ】中央図書館(☎32―0658)

わし麻呂くんの部屋
サッカー“アルビレックス新潟”
の試合を観戦しませんか！
節「アルビレックス新潟

会場は「東北電力ビッグスワン」。壮大なスケー
ルの会場で、Ｊ１第
月
時半までに和島支所玄関

（日）

●内 容

30

11

レイソル」をみんなで観戦しましょう！
●日 時
※午前
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

人１人 ２，０００円

―３１１１）へ電話
親子でなくて

れば、参加できます。

も、保護者として引率でき

●その他

でお申し込みください。

☎

局 （和島支所地域振興課

月６日 金( )
●受付期間
まで和島地区体育協会事務

代は含みません）

※ 料 金 は バ ス代 ほ か 含 む （但 し 昼 食

③高校生１人 １，０００円

（小・中学生と保護者）

②親 子１組 ３，０００円

①大

する場合があります。

※申込者が

※中学生以下は保護者同伴

50

●会 場

21
【
問い合わせ】
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11

vs

❘３１１１

入場
無料

32

11
地域振興課 教育支援係
☎

▲優勝：和島Ｃチーム

９月２３日（祝）、和島屋内
ゲートボール場を会場に『第５
回わしま地域ゲートボール大
会』が開催されました。結果は
左記のとおりです。

『和島地域
バスケットボール
大会』
開催決定！！
詳細は、回覧文書を
見てね！

11

74

●定 員

（土）

１１.１

74

20

74

●参加費

１１.２１

