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２月号 
支所からのお知らせ 

わしま支所からのお知らせ 2015.2 

和島幼稚園・保育園でまめまき会が行

われました。 

突然現れた２匹の鬼たちに、子どもた

ちはびっくり！初めは怖くて逃げ回っ

ていたけれど、勇気を出してみんなで鬼

に立ち向かっていきました。 

「鬼は～そと！！」。子どもたちが丸

めた紙の豆を投げつけると、鬼たちはた

まらず逃げて行きました。 

もう、鬼なんて怖くないね！ 

（２月３日） 

鬼をやっつけろー！！ 

わしまのできごと 

編集・ 

発行 

長岡市和島支所地域振興課 地域振興・防災係   平成２７年２月１８日発行 

〒949-4511長岡市小島谷 3434-4  ＴＥＬ（0258）74－3112  ＦＡＸ（0258）74－2791   

第 1 0 0 号  

おおいいししいいそそばばをを作作るるぞぞーー！！  

 花街道わしま事業の「親子でそば打ち体験」が行われました。 

 和島小学校児童の皆さんが種をまき、収穫したそばの実を使って、そば打ち

に挑戦！いろいろな太さになっても、それが手作りのいいところ。自分で打っ

たそばは、やっぱりおいしいっ！！（２月 11日） 

わし麻呂くんも挑戦！ 
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わしま支所からのお知らせ 2015.2 

動いて！歌って！笑って！～ゆきわり会新年会～ 

 

 和島小学校で、４年生の“１/２成人式”が行われました。 

式は子どもたちが中心となっ 

て内容を考えたもので、４年生 

になって頑張ったことや将来の 

夢を一人ずつ発表したり、思い 

出の劇などが披露されました。 

 また、親子の手紙交換では涙 

ぐむ姿も見られ、心温まる式とな 

りました。（１月 22日） 

 和島手をつなぐ親の会「ゆきわり会」の新年会が、ゆきわり荘で行わ

れ、ボランティアや民生・児童委員など約 40名が参加しました。 

日本体調改善普及協会の小黒由記江 

さんを講師に招いて、“頑張らない体操” 

を教わり、楽しく身体のセルフケアを行い 

ました。 

 運動の後は美味しいお昼ご飯♪余興や 

ビンゴ大会も行われ、大いに盛り上がった 

一日でした。（２月７日） 

わしまのできごと 

“ありがとう”の気持ちを込めて 

市民のみなさんの政治や選挙に対する関心を高め、選挙をもっと身近なものに感じてもらえるよう、

期日前投票所の投票立会人を募集します。 

●事務内容＝期日前投票が公正に行われるように、投票手続き全般の立会い 

●募集人数＝各期日前投票所１日につき２人（申込者多数の場合は抽選で決定） 

●期  日＝４月４日（土）～４月 11日（土）、４月 20日（月）～４月 25日（土）のうちの希望 

する日（複数日可） 

●時  間＝午前８時 30分～午後８時 ※リバーサイド千秋期日前投票所は午前９時～午後８時 

●会  場＝市内 13カ所の期日前投票所（アオーレ長岡、さいわいプラザ、リバーサイド千秋及び 

各支所期日前投票所）のうちの希望する１か所 

●対  象＝長岡市の選挙人名簿に登録されている人で、特定の候補者に直接関係のない人 

●報  酬＝１日 9,500円  

※リバーサイド千秋期日前投票所は１日 9,100円（食費、交通費は自己負担） 

※所得税を源泉徴収し、口座に振り込みます。 

●申 込 み＝３月９日（月）までに、所定の申込書に記入の上、各支所地域振興課又は選挙管理委 

会へ提出してください（郵送、ＦＡＸ、メール可） 

       ※申込書は、市ホームページ、各支所地域振興課、選挙管理委員会にあります。 

●そ の 他＝申込者全員に結果をお知らせします 

 

統一地方選挙 

期日前投票所の投票立会人を募集します 
 

  
新潟県議会議員選挙  投票日 ４月１２日（日） 

長岡市議会議員選挙  投票日 ４月２６日（日） 

【問い合わせ】 和島支所地域振興課 Tel：74－3112 Fax：74－2791 

        選挙管理委員会   Tel：39－2241 Fax：39－2277 
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お知らせ 

 

※ 外国人世帯・人口を含みます。 

わしま支所からのお知らせ 2015.2 

～お子さんのいるご家庭のみなさんへ～ ３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 

３月１１日（水） ３歳児健診 
三島保健

センター 

平成２３年 

  １０月・１１月生 

午後１時 

  ～１時４５分 

３月２６日（木） 
ぴよまま広場 

『お楽しみ会』 

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 

※健診のお知らせは、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) 

 

■和島地域の人口 
（平成２７年 ２月 １日現在） 

 前月比 

人口 

総数 
4,374人 －1 

内

訳 

男 2,111人 －3 
女 2,263人 ＋2 

世帯数  1,335 世帯 ±0 

 

 

平成２７年度使用受付のご案内 地域交流館わしま（和島小学校講堂） 

交通災害共済からのお知らせです！ 

 

◆安心を支える５つの仕組み 

・緊急通報・・・・緊急ボタンを押すと看護師がいるコールセンターにつながります！ 

・安心見守り・・・病気やケガで長時間動けなくなっている時、自動通報します！ 

・健康相談・・・・健康や医療の相談ができます！ 

・お元気コール・・月２回コールセンターからお電話して様子を確認します！ 

・火災警報器・・・煙を感知すると、コールセンターに自動通報し状況により消防署へ連絡します！ 

◆対 象 ＝ 65歳以上のひとり暮らしの方で、介護保険の認定を受けていない方。または要支援１・２の方。 

（高齢者のみの世帯などで、ひとり暮らしでなくても緊急時の対応に不安がある方などご相談ください） 

◆利用料 ＝ 市民税非課税者 月 500円 ／ 市民税課税者 月 1,500円 

【申込み・問い合わせ】  市民生活課 福祉係(☎74-3113) 

 

２４時間体制の見守りサービス 「安心連絡システム」をご利用ください！！ 

ご自宅に機器を設置し、コールセンターが 24時間緊急対応！取り付けや設置工事に料金はかかりません！ 

≪交通災害共済の会員を募集します！≫ 

交通災害共済は、万一の交通事故に備えて県内全市町村で運営する助け合いの制度です。 

年会費は一人 500円。交通事故でけがをしたとき（自転車事故も対象）、７日以上の通院から、治療を

受けた日数に応じて、見舞金が支給されます。 

当地域では、２月 18日より区長さんを通じて加入者を募集します。 

≪見舞金の請求忘れはありませんか？≫ 

交通災害共済見舞金の請求期間は、事故にあった日から１年以内です。治療期間中でも 

１年を経過した場合は請求できません。ご注意ください。 
 

【問い合わせ】地域振興課 地域振興・防災係（☎74-3112） 

スポーツや社会教育活動を行うみなさんの使用申し込みを受け付けます。 

●使用期間 ＝ 平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

●使用時間 ＝ ①平日       19：00～22：00 

       ②土・日・祝日   8：30～22：00 

※行事等で使用できないことがあります。 

●使 用 料 ＝ 無料 

●建物概要 ＝ 多目的ホール（木造 611㎡）・ 冷暖房完備 

●申し込み 

  2月 27日（金）までに和島支所地域振興課へ「使用申込書」を提出してください。（申込書は地域 

振興課及び和島体育館にあります。） 

※申し込みが重複した場合は、調整させていただきます。 

【問い合わせ】 地域振興課 教育支援係（☎74－3112） 
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◆◇◆ 移動図書館「米百俵号」巡回日程 ◆◇◆ 
 

★ ３／４（水）     10:30～11:10 ／ 和島幼稚園 

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

第 19回和島地域ボーリング大会結果！ 

わしま支所からのお知らせ 2015.2 

アドベンチャースクールは楽しかったよ！ 
１月１７日（土）～１８（日）、雪だるま高原キューピットバレイスキー場

において「アドベンチャースクール」が開催され、小・中学生 35 人がス

キー・スノーボードに挑戦しました。 

なかでも、スキー・スノーボード初体験の 13名は、初日に基礎をしっ

かり練習して、翌日にはリフトに乗ってコースを滑ることができました。  

みんなが達成感を味わうとともに、ウィン 

タースポーツの楽しさも知り、充実した 2 

日間を過ごすことができました。 

宿では昼間の疲れも忘れて仲間同士 

で大はしゃぎ。底なしの子どもたちのパ 

ワーに圧倒されるスタッフたちでした。 

わし麻呂くんの部屋 

 
１月１０日（土）北辰中学校を会場に、みゆき会さんの指導に

より、「わしま太鼓」を体験しました。樽太鼓など様々な太鼓をバ

チでたたき、それぞれの音色を体 

感しました。みんな初めての体験 

でしたが、“姿勢よくかっこよく”を 

目標に、一生懸命頑張りました。 

はじめはなかなか音がそろわな 

かったものの、しだいにみんなの 

心が一つになった時は感動もの 

でした。和の心っていいですね。 

 

わしま太鼓に挑戦！  ～少年教室～  

☆開催日＝１月２５日（日） ／ ☆会 場＝市民体育館  ／ ☆結 果＝和島地区チーム Ｄブロック優勝     

☆開催日 ＝ ２月１日（日）  

☆会  場 ＝ サウンドボウル見附店 

☆結 果 

【男性の部】 

●優 勝：早川 久（433ピン/2ゲーム）【写真右】 

●ハイゲーム賞：早川 久（221ピン/1ゲーム） 

【女性の部】 

●優 勝：早川 洋子（391ピン/2ゲーム）【写真左】 

●ハイゲーム賞：三浦 和美（171ピン/1ゲーム） 

【親子の部】 

●優 勝：小黒 俊介・信明（248ピン/2ゲーム）【写真中央】 

 

≪和島地区体育協会主催≫ 

 

第 28回地域交流スポーツ大会結果 ≪卓球≫ 

※各種スポーツ大会結果を支所だよりに掲載希望の団体等は、和島支所地域振興課までお知らせ 

ください。お待ちしてます！ 


