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支所からのお知らせ 

わしま支所からのお知らせ 2015.1 

今今年年もも幸幸せせなな年年でであありりまますすよよううにに  

わしまのできごと 

平成 27 年１月１日で、平成 18 年１月１日の合併から

10年目を迎えました。 

和島支所１階ロビーでは、合併から今までに行われ

た行事やイベントの写真を展示しています。合併してか

ら、いろいろなことがありました。懐かしい写真がきっとあ

るはず！ぜひご覧ください。 

１０年を振り返ります “和島地域のお宝”を大公開！ 

 良寛の里美術館では「和島地域の所蔵品展」を１月４

日から開催しています。 

 この企画展では、和島地域の方が所蔵されている珍

しく貴重な書画 34点を展示しています。 

展示は３月 30 日までです。“和島地域のお宝”を見

ることができる貴重な機会です！お見逃しなく！！ 

雪の降りしきる中、小正月

の伝統行事「さいの神」が各

集落で行われました。 

集まった人たちは、「ポー

ン」という竹が弾ける心地よい

音が響く中、今年１年間の無

病息災や五穀豊穣、家内安

全を祈りつつ、伝統の行事を

楽しみました。 

【写真：城之丘地区（１月11日）】 
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わしま支所からのお知らせ 2015.1 

 和島小学校脇の市道に新しい橋が完成しました！ 

 予定していた完成見学会は荒 

天のため中止でしたが、12月 15 

日から開通となりました。 

「まなび橋」の名前には日々登 

校する子供たちの成長への願い 

が込められています。 

美味しいおせちをお届け！！ 

平成 27 年長岡市消防団和島方面隊消防出初式が、和島支所３階大

会議室で開催されました。 

式典では、柄沢県議会議長をはじめ 

関係者多数出席のなか、無火災表彰、 

永年勤続者表彰及び機関点検優良分 

団表彰の伝達授与式が行われ、出席者 

全員が今年一年の無火災、無災害を願 

い消防精神を堅持し、新たな決意を持っ 

て精進することを誓いました。（１月４日） 

 長岡市社会福祉協議会和島支所が、おせち料理の配食サ

ービスを行いました。 

今年も配食サービスボランティアスタッフ 

手作りの美味しいおせちが完成！出来上 

がった 125食のおせちは民生委員の方た 

ちによって、75歳以上の一人暮らしの方な 

どの世帯に届けられました。（12月 26日） 

わしまのできごと 

平成 27 年 消防出初式開催！ 

『まなび橋』開通しました！ 

 

 
▲勤続 15年表彰 ▲無火災表彰 

地域委員を公募します！  
長岡市では、市町村合併の協定に基づき、合併後も行政の目が隅々まで行き届くとともに、地域のこと

は地域で解決でき、安心して生活できる「地域住民と行政が一体となって進めるまちづくり」を行うため、

市長の附属機関として地域委員会を設置しています。 

平成 27年度の地域委員改選期にあたり、市政への積極的な参加を促すために「和島地域委員会」の委員

を募集します。 

【募集人数】 １名    【任  期】平成 27年 4月 1日～平成 29年 3月 31日まで 

【会議の回数】１年間に６回程度（全体会）、他に分科会等 

【応募資格】原則として、年齢 20歳以上で和島地域に住所を有するか、和島地域に存する事業所に勤務するもの 

【報   酬】会議１回につき 9,100円（税込み） ／ 分科会等での研究活動１回につき 4,500円（税込み） 

【応募方法】封書またはＥメールで、①住所②氏名③年齢④性別⑤職業（勤務先）⑥電話番号⑦自己ＰＲを記 

入の上、レポート（800字程度）と併せて提出してください。 

レポートの内容は、「私が考える和島地域の地域資源を活用したまちづくり」とします。 

【募集期間】平成 27年 2月 2日（月）～平成 27年 2月 20日（金）まで（当日消印有効） 

【選考結果】平成 27年 3月 10日（火）までに選考結果を応募者全員にお知らせします。 

【申込み・問い合わせ】 

    〒949-4511 長岡市小島谷 3434番地 4   和島支所地域振興課  

    TEL ： 74－3112 ／  E-mail ： wsm‐ch i i k i＠c i ty . nagaoka . l g . j p  
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お知らせ 

 償却資産の申告をお忘れなく！ 

※ 外国人世帯・人口を含みます。 

わしま支所からのお知らせ 2015.1 

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～ ２月の健診・相談日等のお知らせ 

期 日 事業名 会 場 対 象 受付時間 

２月 10日（火） 赤ちゃん相談 
三島保健

センター 

平成 26年 

   ７月・８月生 

午前９時 

  ～９時３０分 

２月 26日（木） １歳６か月児健診 
三島保健

センター 

平成 25年 

６月・７月生 

午後１時 

～１時４５分 

※健診・赤ちゃん相談のお知らせは、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】：市民生活課 保健係(☎74－3113) 

 

 １月１日現在、長岡市内で事業を営み、償却資産

を所有されている事業者の方は、償却資産の申告が

必要となります。２月２日（月）が申告期限です。 

まだ申告がお済みでない方は、期限までに申告をお

願いします。 

【問い合わせ】 

  市民生活課 市民係（☎74－3113） 

■和島地域の人口 
（平成２７年 １月 １日現在） 

 前月比 

人口 

総数 
4,375人 ±0 

内

訳 

男 2,114人 －3 
女 2,261人 ＋3 

世帯数  1,335 世帯 ±0 

 

 

 突然に大切な家族を亡くされた方のお気持ちを聞

く相談会を行っています。相談無料です。 

●日 時＝２月２日（月） 14：00～16：00 

●会 場＝長岡市健康センター（さいわいプラザ内） 

【申込み・問い合わせ】 

  和島支所市民生活課（☎74－3113） 

  又は長岡市健康課（☎39－7508） 

臨床心理士による 

こころの止まり木相談会のお知らせ 

精神科医師による 

精神保健福祉相談会のお知らせ 

家屋を取り壊したらご連絡を！ 

 取り壊した面積に応じて、家屋の評価額が変わり

ます。家屋の全部、または一部を取り壊した場合は、

お早めにご連絡ください。 

【問い合わせ】 

  市民生活課 市民係（☎74－3113） 

サークル活動をＰＲしませんか？ 

農林業センサスにご協力を！ 

今後の政策に役立てるため、農林業を営む人を対象

に、５年に１度行われる大切な調査です。１月下旬か

ら調査員が訪問しますので、ご協力をお願いします。 

【問い合わせ】 

地域振興課 地域振興・防災係（☎74－3112） 

 和島地域で活動している文化・スポーツ

などのサークル紹介の文書発行を３月に予

定しています。新規会員を募集したり、活

動内容を広く周知したい団体は、ぜひご活

用ください。 

 「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、気軽にご相談ください。相談無

料です。 

●日 時＝２月 20日（金） 14：00～15：30 

●会 場＝与板保健センター 

【申込み・問い合わせ】 

  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（☎74－3113） 

 子育てのお手伝いをして欲しい方（依頼会員）と、子育ての

お手伝いをしてくださる方（提供会員）を募集しています。 

●内  容：生後２カ月～小学校６年生のお子さんをお持ち 

の方について、地域の提供会員が、子どもの預 

かり、保育園・幼稚園の送り迎えなどを行います。 

●預かり金：１時間あたり 700円（平日の日中）が目安とな 

ります。このうち市が 200円を助成します。 

【問い合わせ】 

  和島支所市民生活課（☎74－3113） 

  長岡市ファミリー・サポート・センター事務局（☎39－2860） 

ファミリーサポートセンター会員募集 

★応 募＝２月６日（金）までに下記へご連

絡ください。応募締め切り後、原

稿用紙を郵送いたします。 

【問い合わせ】 

地域振興課 地域振興・防災係  

（☎74－3112） 
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◆◇◆ 移動図書館「米百俵号」巡回日程 ◆◇◆ 
 

★ 1／21（水）     10:30～11:10 ／ 和島幼稚園 

3／ 4(水)     11:20～11:50 ／ 和島体育館      【問い合わせ】 中央図書館(☎32－0658)  

1年のしめくくり ～少年剣道教室稽古納め～ 
 

わしま支所からのお知らせ 2015.1 

12月 21日（日）、少年剣道教室の稽古納めが行われました。 

恒例の試合「親子対決」を行い、 

剣道未経験の保護者も一切手を抜か 

ず、愛情ある真剣勝負が繰り広げら 

れました。 

その後は、保護者会が“粘り強い 

剣道ができるように”と計画した教 

室伝統の「もちつき大会」が実施さ 

れ、杵と臼でつかれたおいしいもち 

をおなかいっぱい平らげていました。 

和島体育館・屋内ゲートボール場 年末清掃 ～いつもありがとう～ 

 12月 28日（日）、体育館と屋内ゲートボール

場では、利用団体の有志のみなさんによる年末

清掃が行われました。 

当日は天候にも恵まれ、絶好のお掃除日和。

体育館では、すす払い、ガラス拭きなど、一生

懸命な大人に交じり、子どもたちも大奮闘！！

どちらの施設もピッカピカになりました！ 

 みなさん、大変ありがとうございました。 

わし麻呂くんの部屋 

 
12 月 12 日～25 日の 14 日間、「クリスマスツリー」や「「イルミネーション」を道の駅に飾り、わしまのクリスマスを

彩りました。今年度はペットボトルツリーをリニューアルして 11月下旬に設置しましたが、例年にない強風と大雪の

ため継続が困難となり、途中で断念するかたちになりました。青年夢来は、次回もペットボトルツリー製作に挑戦し

たいと考えていますので、みなさんご協力をお願いします！また、今回きれいなペットボトルの提供に快く協力し

てくださった小学生や地域のみなさん、大変ありがとうございました。 

 さらに 12月 23日（祝）には、道の駅でペットボトルキャップと引き換えに約 300名の来場 

者へ素敵なプレゼントを贈りました。今回のイベントのほかに、和島小・北辰中のみなさんや 

地域の方々から日頃集めていいただいたものも含め、1年間で 108,360個のキャップが集 

まりました。このキャップは長岡市社会福祉協議会和島支所を通じて、発展途上国の子ど 

もたちのワクチン購入費用（約 538人分）として寄付させていただきました。ご協力ありがと 

うございました。引き続きペットボトルキャップを受付していますので、いつでも青年夢来事 

務局（和島支所地域振興課）へお届けください。 

★  青年夢来クリスマスイベント  ★  
せいねん む  ら 


