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1月7日 脇野町小学校校内書き初め大会
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◇瑞宝単光章を受章

◇技を磨く ジュニアバレーボール講習会

例年開催の「みしま親子スキーの集い」は、「みしま

親子自然体験教室(スノーシュー)」に変更し計画してい

ましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今

年度の開催を中止します。

■問 合 せ 地域振興課 ☎42・2242

◇親子自然体験教室中止のお知らせ

◇ オリジナル算額巡回展開催

令和３年秋の叙勲で、三島地

域からは統計調査功労として統

計調査員の小林喜一さん（上岩

井）が瑞宝単光章を受章されま

した。

小林喜一さんは、昭和５１年

から農林業センサスや国勢調査

など、様々な統計調査に１２２

回従事されています。

おめでとうございます。 ◇ 令和４年度交通災害共済加入募集

新潟県交通災害共済は、交通事故によるケガで７日以

上入通院した場合に見舞金（３万円から最高150万円）

を受け取ることができる助け合い制度です。詳しくは配

付されるチラシをご覧ください。

■加入方法（いずれかの方法）

①町内会を通じて加入

②金融機関（ゆうちょ銀行除く）で加入

③地域振興課で加入

〈請求忘れはありませんか〉

見舞金の請求期間は事故発生日から１年以内です。

■問合せ 地域振興課 ☎42・2242

◇ すくすく広場「お楽しみ会」のお知らせ

すくすく広場は、小さいお子さんをお育ての方と、母

子保健推進員の集まりです。今回はお子さんの写真入り

オリジナルカードを作ります（写真は当日撮影します）

■日 時 令和4年3月3日（木）

午前9時30分から11時30分まで

■会 場 三島保健センター

■対 象 小さいお子さんをお育ての方

■参加料 無料

■定 員 15名(先着)

■締 切 令和4年2月28日（月）

■申 込 市民生活課☎42・2246

情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせと募集～

Ｐ２ みしま支所からのお知らせ 2022.2

1月10日(月)に南部体育館で「ジュニアバレーボール

講習会」が行われ三島ＪＶＣの選手たちがモデルチー

ムとして参加しました。V1リーグの指導者などから直

接指導を受ける機会に、選手たちは真剣に取り組んで

いました。

長岡高専和算倶楽部が制作したオリジナル算額の巡回展

を下記日程で開催します。

長岡高専和算倶楽部は令和3年度の活動において七日市

諏訪神社の算額を参考にオリジナル問題とその解法を考え、

算額を制作して根立寺に奉納するなど、三島地域の宝であ

る算額の魅力を研究しています。

■展示品(予定)

・オリジナル算額、解説パネル各１点ほか

■巡回展スケジュール

・三島中学校

2月8日(火)～3月3日(木)

・みしま会館

3月7日(月)～3月24日(木)

・みしまコミュニティセンター

3月28日(月)～4月14日(木)

■問合せ 地域振興課 ☎42・2242

ずいほうたんこうしょう



◆日 時 令和４年５月29日（日） ９時15分から順次スタート

◆会 場 受付：三島支所駐車場

スタート・フィニッシュ：三島体育センター

◆種 目 ４コース17種目

※小学生以下は保護者とのペアのみ

◆参加費 一般（高校生以上）、ペアの部 4,000円

三島地域内の小学生 1,000円

三島地域外の小・中学生(三島中生徒は無料) 1,500円

※区分が不明の場合はお問合せください。

※新型コロナ対策費のため、今回の大会から改定させていただきます。

◆申 込 募集要項の振込用紙またはインターネット

◆締 切 郵便振替 ３月18日（金）

ＲＵＮＴＥＳ ３月25日（金）（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴﾝﾄﾘｰ）

◆その他

・今回の大会から三島地域在住の小学生は参加費がかかります。

・新型コロナウイルス感染拡大となったとき及び参加者が600人を超えない場合は

中止する場合があります。

・募集要項は三島支所、三島体育センター、みしま体育館、みしま会館に設置！

■問合せ みしま西山連峰登山マラソン大会事務局（地域振興課） 42・2242

◇第３８回みしま西山連峰登山マラソン大会開催！

情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせと募集～

Ｐ３ みしま支所からのお知らせ 2022.2

種目

①
男子

18歳～39歳
(高校生不可)

⑤ 男子
高校生～39歳

⑨ 中学生男子 ⑬ 小学生男子
(5・6年生)

②
男子

40歳～59歳 ⑥
男子

40歳～59歳 ⑩ 中学生女子 ⑭
小学生女子
(5・6年生)

③
男子

60歳以上 ⑦
男子

60歳以上 ⑪
一般男子

(高校生以上) ⑮
小学生男子
(4年生以下)

④
一般女子

(高校生不可) ⑧
一般女子

(高校生以上) ⑫
一般女子

(高校生以上) ⑯
小学生女子
(4年生以下)

⑰
ペアの部

(※)

今年は５月第５週

みしま西山連峰登山マラソン大会を３年ぶりに開催します。
皆さまのご参加、お待ちしています。

ハーフマラソン １１ｋｍ ３ｋｍ ２ｋｍ



く ら し の カ レ ン ダ ー

納期限を
守りましょう！

◇新年の希望を筆に乗せて 書き初め大会

9 水
第67回みしま書き初め大会表彰式
※13日(日)までみしま会館にて展示(9:00～17:00)

10 木
市民税県民税申告事前相談会
（9:00～12:00、13:00～16:00 三島保健センター）
※14日(月)・15日(火)にも開催

16 水
市民税県民税申告相談会
（9:00～16:00 三島保健センター）
※土日祝日を除き3月15日(火)まで

21 月
あなたの健康相談室
（13:30～三島保健センター）※要予約

24 木
1歳6か月児健診（13:00～三島保健センター）
※対象＝R2年6月・7月生まれ

2月

1 火 行政相談（9:00～正午 三島支所）

2 水 三島中学校卒業式

11 金
赤ちゃん相談（9:00～三島保健センター）
※対象＝R3年8月・9月生まれ

12 土 三島地区スポーツ協会表彰式

14 月
あなたの健康相談室
（13:30～三島保健センター）※要予約

17 木
3歳児健診（13:00～三島保健センター）
※対象＝H30年10月・11月生まれ）

23 水 日吉小学校卒業式

24 木 脇野町小学校卒業式

26 土 みしま中央こども園卒園式

29 火 みしま南・北保育園卒園式

3月

2月28日（月）

〇固定資産税・都市計画税４期

〇国民健康保険料８期

〇後期高齢者医療保険料11期

〇介護保険料11期

3月31日（木）

〇国民健康保険料９期

〇後期高齢者医療保険料12期

〇介護保険料12期

三島地域の人口(前月比)

世帯数 人口 男 女

12月1日
2,413世帯
(±0)

6,525人
(-11)

3,161人
(-9)

3,364人
(-4)

1月1日
2,414世帯

(+1)
6,519人
(-6)

3,159人
(-2)

3,360人
(-4)

新年恒例の書き初め大会が日吉小学校、脇野町小学

校、三島中学校で開催されました。児童生徒は各学年

それぞれの課題に真剣に向き合い新年の希望を込め、

書に取組みました。

審査の結果、第67回みしま書き初め大会の特選は次の
方々に決定しました。おめでとうございます。
・小学校３年生 新保 月渚さん （脇野町小）

４年生 押味 輝楽々さん（脇野町小）
５年生 小林 愛華さん （脇野町小）
６年生 結城 里依さん （脇野町小）

・中学校１年生 小林 志温さん
２年生 結城 塁さん
３年生 五十嵐 夏葵さん

■問 合 せ 地域振興課 ☎42・2242

情報か・わ・ら・ば・ん ～支所からのお知らせ～
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1月11日 日吉小学校 校内書初め大会

1月20日 審査の様子


