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まだ間に合います！～ケーブルテレビ申し込み～

来年の
1 月末まで
割引適用！

来年 1 月末までにケーブルテレビの申し込みをされた方については、引き続き
初期費用を割引いたします。現在、加入しようかお悩みの方は、ぜひご検討ください！
ご不明な点は、 ㈱エヌ・シィ・ティ／０２５８－３３－０９０９（代表）

和島支所地域振興課／０２５８－７４－３１１１
までお気軽にお問い合わせください。
※「申し込み」の詳細については、11 月 18 日発行の「ケーブルテレビ便り」（全戸配布）をご覧ください。

わしまのできごと

和島小学校初！校内マラソン大会
この日は、絶好のマラソン日和。統合して最初のマラソ
ン大会は、学校敷地や和島支所の周辺を走り、低学年（1・
2 年生）は 1,100ｍ、中学年（3・4 年生）は 1,700ｍ、高
学年（5・6 年生）は 2,500ｍの距離を走りました。
順位やタイムも大事ですが、何より最後まで頑張りぬく
ことが大切。
児童たちは、応援に駆けつけた保護者らの声援を受け、
秋の和島路を快走していました。
（10 月 15 日）

“歩く”って本当にいいものです！
和島地域の名所をめぐる「健康ウォーク」が
今年も開催。
いつでもどこでもできる最も簡単な運動とし
て知られるこのウォーキングには、子どもから
大人まで約 100 人の方が参加。８km と 10 ㎞のコ
ースにそれぞれ分かれて、住雲園や中沢諏訪神
社、椿の森などを回りました。途中から“愛ナ
ッちゃん”も応援に駆けつけ、子どもたちも息
を吹き返しました。ゴールの後のとん汁とおに
ぎりは格別でした！（10 月 24 日）

練習の成果を今こそ！
和島小学校の講堂で、全校児
童による音楽発表会が開催さ
れ、会場には入りきらないほど
たくさんの保護者らが詰め掛
けました。
児童たちはこの日のために
一生懸命練習を重ね、クラスや
学年の輪を深めてきました。
発表会では、学年ごとに個性
ある心のこもった歌と合奏が 1
曲ずつ披露され、観客の中には
涙ぐむ姿も見られました。
（10 月 31 日）
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わしまのできごと
わしまの特産品

大集合！！

秋晴れの中、道の駅良寛の里わしまで“秋の大感
謝祭”が開催されました。
わしま産の自然薯や秋野菜、コシヒカリなどの即
売会や、だんご汁やつきたてもちの無料サービスな
どで会場は大行列の大賑わいでした。
また、もてなし家前では地元の団体によるよさこ
いソーランなどが披露され、芝生広場では昔の農機
具（唐みなど）を使って農作業をしたりと、本当の
意味での『わしまの特産品』で、来場客を魅了しま
した。
（11 月８日）

和島と三島の地域委員が交流

『和島いきいき市場』を取材しました！！

10 月 30 日
（金）、情報
交換などを
目的に、和島
地域委員会
と三島地域
委員会の交
流研修会を
行いました。
▲和島小学校にて
当地域の
和島小学校や良寛の里周辺などを見学した後、
三島地域へ移動し逆谷集落の寛益寺を視察し、
それぞれ今後の地域発展のために意見を交わ
して親睦を深めました。
今後も他の地域を視察し、取組状況などを参
考にしなが
ら、和島地
域の活化に
向けて検討
していきま
す。

長岡市和島支所の向かいにある野菜直売所「和島いきいき市
場」は、15～16 年前にできた和島地域で最初の直売所です。
この日は、白菜やねぎ、かぶやさといも、食用菊など安くて新鮮
な野菜がずらりと並び、多くの方が買い物に訪れていました。その
評判を聞きつけ、寺泊や与板方面からも買いに来られるそうです。
そんな直売所の“魅力”を代表の藤田正義さんにお聞きしました。

（藤田さん）「やっぱり出荷された人たちがみんなで販売している
ところかな。私が作ったものです！と話ながら責任
を持って販売してますから、そこがいいですね」
なるほど、それは説得力あります。そんな“いきいき市場”も今年
は 11 月いっぱいまでとのこと。
最後に、藤田さん一言お願いします。

（藤田さん）「“いきいき市場”と書かれた看板がほしい。来年こ
そは看板を取り付けたいです！」
※いきいき市場は、毎週水曜日午後 3 時から営業しています。
最終日は、11 月 25 日（水）です。ぜひお越しください。

▲寛益寺にて（三島地域）
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お知らせ

期間
限定

お知
らせ

要援護世帯に除雪費を助成します

住民基本台帳カードが無料！
住民基本台帳カード（住基カード）の発行手数料が、
平成２３年３月まで（期間限定）無料です。
写真付きの住基カードなら運転免許証やパスポート
と同様に、公的な身分証明書として本人確認に活用でき
ます。
住基カードの有効期限は 10 年と長く、
更新費用も 500
円と経済的です。なお、住基カードの交付には数日かか
ります。（本庁、栃尾・中之島支所は即日交付が可能）
住基カードで電子申告すると、最高 5,000 円の税額控
除が受けられます（平成 22 年分の確定申告までで１回
のみ）。ただし、電子申告には公的個人認証の登録（500
円）とカード読み取り機（2,500 円程度）が必要です。
【問い合わせ】
和島支所市民生活課 市民係（☎74－3111）

●対

象＝高齢者・母子・障害者世帯で、次のすべて
に該当する世帯（生活保護を受けている世
帯は除く）

①自力で除雪することが困難な世帯
②世帯全員の市民税が非課税の世帯
③親族から労力または経済的な援助が
受けられない世帯
●対象世帯の登録
助成を受けるためには、事前に登録が必要です。
登録を希望される世帯は、地区の民生委員・児童委
員を通じて 12 月 21 日（月）までに申請してくださ
い。登録には多少時間がかかりますので、お早めに
お申し込みください。詳しい助成内容については、
下記までお問い合わせください。
●問い合わせ＝地区担当の民生委員・児童委員
和島支所市民生活課福祉係
（☎74－3111）

冬の交通事故防止運動実施

交通
安全

・実施期間

「１２月１１日（金）～１２月２０日（日）」

参加者

募集

和島地域母子保健推進員活動

・ｽﾛｰｶﾞﾝ

『師走でも あせらず ゆっくり 安全運転』

サンタさんと楽しいひとときを過ごしませんか？

例年、秋から冬にかけて、夕暮れ時に高齢者が被
害に遭う交通事故が多発しています。歩行者や自転
車乗りは、明るく目立つ服装と反射材を着用して交
通事故を防ぎましょう。
また、年末は忘年会などでお酒を飲む機会が多く
なります。お酒を飲んだら運転しない、飲んだ人に
は運転させないよう、お互いに注意しあって飲酒運
転を根絶しましょう。

一足早く、クリスマス会を開催します。どなたでもお気
軽にご参加ください！（ひよこ教室・ぴよママ広場のみんな
も一緒です）
●日 時＝平成 21 年 12 月８日（火）
午前 10 時～11 時 30 分まで
（受付は 9 時 30 分から）
●会 場＝和島保健センター
●対 象＝就園前のお子さんと保護者
●参加費＝こども一人３００円（当日）
●申込み＝11 月 20 日（金）から 11 月 30 日（月）までの間
に、和島支所市民生活課へ電話等でお申し込
みください。
【問い合わせ】和島支所市民生活課（☎74－3111）

＜運動の重点＞
●飲酒運転の根絶
●高齢者の交通事故防止
●シートベルトとチャイルドシートの
着用の徹底

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～ １２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

12 月 3 日（木）

1.6 歳児
健診

三島保健
センター

平成 20 年 4 月・5 月生

午後 1 時
～1 時 45 分

12 月 8 日（火）

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
※申し込み必要：Ｐ３を参照

午前 9 時 30 分
～11 時実施

（平成２１年１１月１日現在）
人口
総数

4,761 人

－8

内 男
訳 女

2,276 人
2,485 人

世帯数

1,344 世帯

ー6
－2
＋3

対 象

受付時間

12 月 18 日
赤ちゃん 三島保健
午前 9 時
平成 21 年 5 月・6 月生
（金） 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)
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去る 11 月１日（日）、和島地区体育協会主
催『第３回わしま親善ゴルフ大会』が開催さ
れました。結果は下記のとおりです。

わし麻呂くんの部屋
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▲優 勝：早川久十さん（中）
第２位：新保和秀さん（左）
第３位：海津孝平さん（右）

★１２/１（火）、１６（水）
9:30～10:20/和島幼稚園
★１２/４（金）、２２（火）
13:10～14:30/和島体育館
【問い合わせ】中央図書館(☎32―0658)

ワシマ

↑和島小５年 生が
作ったお米「スマ
イル米」も販売

『
本物の音楽』
木のぬくもりと共に心に響く
「本物の音楽に触れる場」として毎年開催されて
いる「音楽鑑賞事業」
。
今年は、新潟市 旧白根市 出)身のピアニスト小
(
杉真二さんをお招きし、
『名曲音楽ピアノコンサー
ト』と題して、今年４
月に和島小学校ととも
に完成した講堂「地域
交流館わしま」で開催
されました。
会場には、約１７０
名の方が来場し、小杉
さんが奏でる素晴らし
いピアノの音色に酔い
しれました。

◆ﾐﾆ図書館「米百俵号」巡回日程◆

回生涯学習フェスティバル

▲芸能発表会トップバッターの「和島小学校スクールバンド」

▲もちつきも開催！（消防団）
▲輪投げも大盛況（青年夢来）

第
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月 ・ 日と和島地域のが開催されました！
生涯学習の集 大成の場で ある
「生涯学習 フェスティバル
ワシマ」が開催され、延べ１５
００人という多くの来場者が
訪れました。
両日とも素晴らしい秋晴れ
に恵まれ、「作品展」や「芸能
発表会」で、日ごろの活動の成
果が発表されました。
また、「長岡市消防団和島方
面隊」による〝防災イベント〝
や〝各種模擬店〟、
「青年夢来」
による〝輪投げゲーム〟など、
野外イベントがフェスティバ
ルを大いに盛り上げました。
▲大人気の屈折車(消防団) ▲飲食コーナー（消防団）
▲作品展ではこんなものも！

▲少年教室「紙芝居」
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