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←まんまくん

(農)アグリわしま『長岡うまい米コンテスト 2009』金賞受賞！！
「安全・安心・美味しい」長岡市のお米を全国にＰＲしようと、初めて開催された
「長岡うまい米コンテスト 2009」。
応募総数 529 点のうち、和島地域からは 30 点の応募があり、そのうち 8 点が第 3
次審査まで駒を進めました。そして『農事組合法人アグリわしま』
（東保内）のコシ
ヒカリが上位 20 点による最終審査まで残り、見事“金賞”を受賞しました。
代表の小林豊さんは、
「皆さんに美味しいお米を食べてもらいたい、その一心で作
り続けてきました。受賞には正直驚いていますが、大変光栄です。来年も今年以上に
美味しいお米を作り、たくさんの方に提供したいです」と熱い思いを語りました。
また、他の出展米もいずれも平均点以上の粒ぞろいで、全体的に和島地域における
米づくりが高く評価されたコンテストとなりました。おめでとうございました！
▲代表の小林豊さん（東保内）

これがプロの合唱だ！！

わしまのできごと

文化庁主催「本物の舞台芸術体験事業」
と称して、『東京混声合唱団』が和島小学校
の講堂で合唱公演を行いました。子どもたち
はプロの合唱団を目の前に、最初は圧倒されていました
が、後半からは一緒に体を動かしリラックスすると、最後
は楽しく歌うことの喜びを体で感じていました。
この日、みんなの声と合唱団の人たちの声がとけあっ
て、講堂いっぱいに美しく元気なハーモニーが響きわたり
ました。（11 月 20 日）
＜メモ＞
東 京 混 声 合唱
団の皆さんは、Ｎ
ＨＫ大河ドラマ「天
地人」で、直江兼
続の最後の場面
の合唱を担当さ
れました。

地デジについて知りましょう
和島小学校講堂で、
地上デジタル放送の
説明会が行われまし
た。「地デジとは何
か？」
「どうして地
デジにするのか？」
など、デジサポ新潟
のスタッフがわかり
やすく丁寧に説明しました。
また、地上デジタルテレビ、チューナーなどの展
示も行い、参加者はアナログ放送との違いを見比べ
ていました。
（12 月３日）
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最高のクリスマスプレゼント♪
ひよこ教室とぴよまま広場の合同主催による、ひと
足早いクリスマス会が和島保健センターで行われま
した。
集まったちびっ子たち 24 人に、2 人のサンタクロー
スから素敵なプレゼントが手渡されると、最初は怖が
っていた子も、しだいに慣れ、一緒におしゃべりをし
たり、握手をしたりと大喜びでした。
この日の子ども達の笑顔は、お母さんたちにとって
最高のプレゼントになったことでしょう。
（12 月８日）
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わしまのできごと
警察などが高齢者世帯を訪問
高齢者を詐欺犯罪や交通事故から守ろ
うと、与板警察署員や民生・児童委員、区
長らがチームを組んで、小島谷駅前と島崎
の高齢者のお宅を訪問。犯罪や事故防止の
ためのチラシや啓発品を配布しながら被
害防止を呼びかけました。
高齢者が被害者となるオレオレ詐欺や
交通事故が後を経ちません。決して被害に
遭わないよう十分ご注意をお願いします。
（12 月 11 日）

きらきら、わくわく講演会
和島保健センターで、民生
委員・児童委員、母子保健推
進員、更生保護女性会等の福
祉に携わる方を対象に「きら
きら自分育て！わくわく子
育て！」と題し、講師に水科
江利子先生をお招きして、福
祉講演会を開催しました。自
分を活かす自己表現と相手
を理解するコミュニケーシ
ョン、子育て中の子供に対する接し方、その場でできる代謝アップの
方法等、とてもわかりやすくて、ためになる講演会でした。
終了後、会場を出る参加者の皆さんは、ステキな笑顔で
とてもキラキラしていました。（11 月 28 日）

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが
楽しくなる！？
～工業統計調査にご協力を～
12 月 31 日現在で、製造業を含む事業所を対
象に全国一斉に工業統計調査が行われます。
12 月中旬から 1 月中旬にかけて、調査員が調
査票の配布・回収に伺います。お忙しい時期と
は存じますが、ご協力をお願いします。
【問い合わせ】和島支所 地域振興課
地域振興・防災係（☎74-3111）

和島保健センターで「親子・パー
トナーとのコミュニケーションが
楽しくなる」と題して、講演会を開
催しました。親業訓練インストラク
ター渡辺裕子先生から、子どもの話
の聞き方、話し方のポイントをお聞
きしました。先生の実体験を交えた
お話は大変参考になり、たくさんの
方が、まだまだ続きを聞きたいと感
想を述べていました。
（11 月 21 日）

●年末年始の業務案内（※緊急時の連絡先：和島支所（警備員室）☎74-3111）
施設名称／取扱業務

和島支所
市民生活課
窓口

住民票、戸籍等証明書の交付、各種届出書の
受理、国保・年金の加入脱退、パスポート発
給、税に関する証明書の交付、市税等の収納
児童手当、福祉サービス、障害者福祉、児童
扶養手当の受付
介護保険料の収納、受給資格証明書などの各
種証明書の交付、要介護認定などの各種申請
書の受付

和島体育館（大・小）

29 日
(火)

12 月
30 日
(水)

31 日
(木)

1日
(祝)

1月
2日
(土)

3日
(日)

市民生活課
市民係
74-3111

8:30～
17:30

8:30～
17:30

休

休

休

休

※休みの間、死亡届等各種届出書は
支所警備員室で受け付け可能です

市民生活課
福祉係
74-3111

8:30～
17:30

8:30～
17:30

地域振興課
74-3111

休

休

問い
合わせ

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

良寛の里美術館・菊盛記念美術館・歴史民俗資料館

74-3700

良寛の里わしま 地域交流センター もてなし家

41-8110

休

休

休

休

休

9:00～
17:00

高齢者コミュニティセンター ゆきわり荘

74-2911

休

休

休

休

休

休

市民生活課
環境係
74-3111

ごみカレ
ンダーど
おり

ごみカレ
ンダーど
おり

休

休

休

休

ごみ収集

（※「休」の日はごみステーションにごみや
資源物を出さないでください）

休館日：１２月２８日（月）～１月３日（日）

※「ごみや資源物」は、必ず午前８時３０分までに出してください。冬期間はごみの量や降雪などの影響で収集経路や
時間が変わることがあります。
※【し尿のくみ取り】＝１２月２９日（火）～１月３日（日）まで受付・収集をお休みします。
※【枝葉・草の収集】＝１月、２月は収集をお休みします。（※１２月２８日（月）は収集します）
※『良寛の里 和らぎ家』は１２月２８日（月）～１月６日（水）まで休み、１月７日（木）から営業します。
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お知らせ
農家の
皆様へ

農業委員会委員選挙人名簿登載
の申請をお忘れなく

事故
防止

灯油等の油流出事故を防止しましよう

冬期間は、灯油等の油漏れによる河川の汚染事故が多く
なります。少量の油であっても流出すると、排水路や河川
を汚してしまい、水道・魚類等に被害を及ぼす場合があり
ます。次のことに注意して、流出事故を防ぎましょう。
１．ホームタンク及びホームタンクからの配管を点検
しましょう。
２．ホームタンクからポリタンク等に小分けするとき
は、絶対にその場所を離れないようにしましょう。
３．給油時にこぼれた油は必ず拭き取りましょう。

農地基本台帳上で経営(耕作)面積が 10 アール以上あ
る農家世帯に、申請書を 12 月中旬に郵送します。届か
ないときはご連絡ください。
●対象＝平成 22 年 1 月 1 日現在で長岡市内に住所を有
する 20 歳以上（平成 2 年 4 月 1 日までに生ま
れた人）で、以下の①～③のいずれかに該当す
る人
①経営主として 10 アール以上の農地の耕作に従事
①農業経営主として
10 アール以上の農地の耕作に従す
②①の経営主と同居している親族、配偶者で、年間おお
る人
むね 60 日以上耕作に従事
②①の経営主と同居している親族、配偶者で、年間
③10
アール以上の農地を耕作する農業生産法人の組合

【問い合わせ】
和島支所市民生活課 環境係（☎74－3111）

員、社員、株主で年間おおむね 60 日以上耕作に従事

統計
調査

2010 世界農林業センサスにご協力ください

●提出先＝同封の返信用封筒で、平成 22 年 1 月 10 日
平成22年2月1日現在で、全国一斉に“農林業の国勢調査”
（日）までに和島支所産業課農林係へ（必着） といわれる「2010年世界農林業センサス」が実施されます。
【問い合わせ】
この調査は、今後の農林業の政策に役立てるために５年
和島支所産業課 農林係（☎74-3111）
ごとに実施される極めて大切な調査です。
農家の
１月中旬から農林業を営んでいる皆様のところに調査
皆様へ
農地を転用するときは手続きを
員が訪問して、調査票に農林業の経営状況などの記入をお
願いしますので、ご協力をお願いします。
農地を住宅敷地や工場敷地、作業所敷地、資材置場、
【問い合わせ】
駐車場、道路、山林などに転用する場合（一時的な転用
和島支所地域振興課 地域振興・防災係（☎74－3111）
も含む）、許可または届け出が必要です。
手続きしない農地転用は農地法違反となり、罰せられる
場合があります。
【問い合わせ】
農業委員会事務局（☎39－2243）
和島支所産業課 農林係（☎74－3111）

無料

ご家庭に眠っている

こころの相談お受けします

「おひなさま」の情報をお寄せください

「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＝１月２５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。

情報
募集

平成 22 年 2 月 20 日(土)
～3 月 7 日(日)の間、越後
長岡 ひなものが たりを開
催します。市内各所へ展示
するため、お貸しいただけ
る人 形の情報を お寄せく
ださい。
【問い合わせ】
越後長岡ひなものがたり実行委員会
（(社)長岡観光コンベンション協会）☎32-1187

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～ １月の健診・相談日等のお知らせ

■和島地域の人口
（平成２１年１２月１日現在）

期 日

前月比

1 月 13 日（水）
1 月 20 日（水）

人口
総数

4,753 人

－8

内 男
訳 女

2,273 人
2,480 人

世帯数

1,342 世帯

ー3
－5
－2

事業名

会 場

３歳児
健診
ポリオ予
防接種

三島保健
センター
三島保健
センター

対 象

受付時間

平成 18 年 8、9 月生
（１回目）平成 21 年 5、6 月生
（２回目）平成 21 年 3、4 月生

午後 1 時
～1 時 45 分
午後 1 時 45 分
～2 時 30 分

和島保健
ぴよまま
午前 9 時 30 分
就園前のお子さんと保護者
センター
広場
～11 時実施
※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)

1 月 21 日（木）
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ソフトバレーボール大会＆
体力測定会 同 時 開 催 ！

参加者
募集中!!

月６日（日）、和
島体育館には声援が
こだまし、寒さも吹
き飛ばすほどの熱気
に満ち溢れました。
また、同時に参加
者を対象に反復横跳
びなどの体力測定を
行い、体力年齢を算
出しました。さて、
皆さんの体力年齢は
いかがでしたか？

長岡市地域交流スポーツ大会を下記のとおり開催します。
当地域からは各種目１チームずつの参加となります。参加意
欲のある方や団体は、ぜひご参加ください！！
種目／期日／会場
●卓球／2 月 7 日(日)／市民体育館、山古志体育館
●男女混合ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ／2 月 7 日(日)
／和島体育館、中之島北体育館、越路体育館
●ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ／2 月 21 日(日)
／中之島北体育館・小国会館・栃尾体育館
●バドミントン／2 月 21 日(日)／みしま体育館、山古志体育館
●インディアカ／3 月 7 日(日)／与板体育館・寺泊体育館
●綱引き／3 月 7 日(日)／三島体育センター
●ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ卓球（ｵｰﾌﾟﾝ種目）／3 月 7 日(日)／栃尾体育館
申込期限
平成 22 年１月１２日(火)まで
※ルール等の詳細や申込方法については、和島支所地域振
興課教育支援係までお問い合わせください（℡：74-3111）

【優勝】
ひまわり（写真）
【準優勝】
駅前
【
第３位】
チーム
わしまろ君

地域交流スポーツ大会 参加者募集！

１月２４日（日）
スキー＆スノーボードツアー
11 月 22 日（日）、北辰中学校体育館を会場に
７チームが参加し、白熱した戦いが繰り広げられ
ました。決勝は 8 点差と接戦!!この戦いを制したチ
ームは下記のとおりです。

２月７日（日）/【和島地区体育協会主催】
和島地区ボウリング大会
※詳細は、今回の全戸配布文書をご覧ください
【問い合わせ】和島支所地域振興課（74-3111）
◆移動図書館「米百俵号」巡回日程◆
★１/１５（金）
9:30～10:20/和島幼稚園
★１/２１（木）
13:10～14:30/和島体育館
【問い合わせ】中央図書館(☎32―0658)
和島支所からのお知らせ 2009.12
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▲優 勝：肉マン（写真）
準優勝：キムズ、第３位：ＰＨＩイーグルス

わし麻呂くんの部屋

15

よく頑張った、わし麻呂キッズたち

月５日（土）
、最後
の少年教室では、全 回
の体験活動を頑張った
証として、羽鳥公民館長
から子どもたちに『修了
証書』が手渡されまし
た。
このほか、紙芝居作り
や陶芸作り、宿泊研修な
どこれまでの活動をス
ライドで振り返り、子ど
もたちは自分たちの心
と体で学んだことを再
確認しました。
６年生にとっては、今
回で本当に最後の活動
となりましたが、下級生
たちに残したものは計
り知れません。大人にな
ったら、今度は指導者と
して、この少年教室に参
加してくれたらうれし
いです。
12

