
みしまコミュニティ推進協議会 広報委員会
問みしまコミュニティセンター事務室（平日８時30分～17時15分）
〒940-2392 長岡市上岩井1261-1
電話：0258-42-2525　FAX：0258-42-3711
ホームページ ： http://www.oosugikun.com
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★“平成24年度三島地域体育祭”でのひとコマ

優勝優勝
鳥越Aチーム鳥越Aチーム

結果発表結果発表
優 勝 鳥越Ａチーム
準優勝 七日市チーム
３     位 上岩井チーム

応援賞
「元気だったで賞」 七日市チーム
「にぎやかだったで賞」 吉川Ａチーム
「息があっていたで賞」 上岩井チーム

　早朝の怪しい雲もどこかへ行き、日焼けが気になるほどの晴天に恵まれた一日でした。
　ここ数年は、下位をウロウロしていたので、周りの方々と「ちょっとは上位に行き
たいですね!!」と言っていたのですが･･･まさか優勝するとは思いもせず･･･ )^o^(
　ご近所の方々からも沢山声を掛けて頂き、関心の高さにもビックリしました。
　コミセンでの開催一回目！トロフィーも新調された年に鳥越Ａの文字が刻まれ、
これに関われたことに感謝し、沢山の方々に助けて頂いたおかげだと思っています。
ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥越Ａチーム　籾 山 貴 子
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たくさ
んの応

援と笑顔を　ありがとうございました！たくさ
んの応

援と笑顔を　ありがとうございました！

入場行進！
先頭はスポーツ少年団の
皆さんです☆

新しい試み
   “こどもテント”。
テントの中は
   笑顔いっぱい♪

ママには負けないぞー！
  　　 “幼児レース”

新種目“防災タンカリレー”
棒と毛布で簡易担架が
作れるって知ってますか？

みしまる太くんも
応援にかけつけて
くれました！

熱い女性の闘い
「そぉ～れ！」

お揃いの赤いバンダナは
スタッフの皆さん。
ありがとうございました♡

　“入場行進の演奏”
力強い演奏を
ありがとうございました。

三島かたくり太鼓と
華みずきの皆さんによる共演！
          迫力ありました！

“大玉送り”

小学生のみんなの
お待ちかね
  “しっぽとり”

手作りポンポンで応援
「パパがんばれ～♪」



寛益寺

大杉公園

三島支所

野球場

気比神社

12キロコース
スタート＆ゴール

8キロコース
スタート＆ゴール

健康部会・学習部会・みしま元気生活推進委員会
ライフライフ

　みんなで、柏崎市高柳町の県立こども自然王国へ行ってきました。
とっても良いお天気で思う存分自然を満喫して遊んできました。

　「庭木についたアメシ
ロを駆除したいけれど、
道具がなくて困ってい
る（>_<）」という声を
聞き、今年も液体付き
で家庭用噴霧器を貸出
したところ、6月上旬か
ら9月上旬まで合計44回の貸出しがありました。
　利用者の方からは、「量的にちょうどいい♪」、「100
円で噴霧器をその都度借りた方が良い。助かっている♪」
という感想をいただきました。

〔８キロコース〕
　前日からの雨も集合時間前にはピタリと止み、風も日差しも気持ちのいい一
日となりました。当日は、怪我や筋肉痛の予防に、池嶋志保先生から出発前の
ウォーミングアップとゴール到着後のクールダウンをしっかり講師していただき
ました。８キロコースは小学生12名を含む総勢26名で三島支所駐車場から大
杉公園を目指して出発です。コースの途中に10箇所のクイズポイントを設置し、
各ポイントで、三島の地域にちなんだ問題（例：大杉公園隣り七社宮神社の階
段の数は？）を解きながら、ゆっくり歩きました。
　大杉公園では、ゴール到着の喜びと「みしまる
太くん」のお出迎えに、みんな笑顔いっぱい。お
昼は12キロコースの方と合流して、バーベキューや
ピザをお腹いっぱい食べました。

　「石窯で手作りピザを焼く！」大
きな期待を胸に大杉公園に参加者
18名が集まりました。こねて、ま
るめて、発酵、のばして…トッピン
グ。できあがったものから屋外の
石窯に運んで、焼いてもらいまし
た。自作のピザは想像以上におい
しくできました。

　小千谷地域こころのケアセンターの本間道夫先生をお招
きし、うつ病の正しい知識や治療方法、そしてうつ病を持
つ人への対応などについてのお話をお聞きしました。
ポイント①　うつ病は治る病気である！
ポイント②　がんばって折れるよりたまには安全な場で弱音

を吐く！
　困ったときはひとりで悩まず、早めに医師や保健師に相
談しましょう。
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児童育成部会10
13

まちづくり部会

福 祉 部 会

児童育成部会

６月 ９月～

９
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三島を知る講座第５弾　秋のウォーキング

　コミセンでは初めての試みとして、みし
ま産業まつりに合わせた「作品展」を開催
しました。総勢８つの団体の皆さんにご協
力いただき、設営や見守りをはじめ、会場
を盛り上げていただきました。出展団体の
皆さん、ご協力ありがとうございました。
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12㎞コース

８㎞コース
三島支所
→大杉公園（昼食）
→三島支所

気比神社
→寛益寺（休憩）
→大杉公園（昼食）
→野球場
→気比神社

•近くにいても普段

交流できない方と

色々 な話し合いがで

きて、とても楽しい。

•社会（お年寄

り）に喜んでもら

えるという喜びが

ある。

•毎回当番の日は朝

早く起きて、楽しくお

弁当作りに行きます。

•献立の実習を家庭ですること

により、家の人にも喜ばれた。

•地域の人が

身近になりま

した。

•利用者の明るく元気な顔が見られて

嬉しいことと、会話が出来て嬉しい。

•「有難う」と笑顔をもらえること。

•「おいしかった」と喜ばれること。

•一生懸命調理して配達の方達を見

送り終えた後、作ったお弁当を食べな

がら色々 なことを話し合いながら楽し

いひと時。沢山のプラスがあります。

•仲間の輪が広がった。

•料理のレパートリーが広がった。

•材料の切り方、味付け方

など再度確認できたり、新た

に勉強になった所もあった。

　手芸や工作を一緒に

やっています。毎回、発

想豊かな子どもたちに

驚くばかりです。

　月２回程度、ボラン

ティアをしています。元

気な子どもたちと遊ぶ

のを毎回楽しみにして

います。

　当初は、ボランティアと

してどんなお手伝いがで

きるか不安でした。実際

参加してみて、お金では買

うことのできない楽しい

時間をすごしています。

　こどもの広場で多くの子どもたちと

かかわってみて、自分が子育て中には

気づかなかった事を感じながら活動

しています。子どもたちはそれぞれ個

性があってホント可愛いですよ。

アメシロ駆除用噴霧器
大活躍！

うつ予防の
正しい知識を学ぼう！

作 品 展

親子で秋の体験バスツアー
　　　　～県立こども自然王国へ行ってみよう～

大杉公園でピザ作り
　　 ワイルドだろぅ？

活動に参加して良かったことは？
•ボランティアの友達

（仲間）が増えた。

キロコース〕
　前日からの雨がまだ残る中、気比神社前より参加者、スタッ

勢25名が出発しました。予報どおり空模様も良くなり、
歩くには気分最高！逆谷の寛益寺さんで休憩し、区長さん、
寛益寺さんより説明をいただきました。疲れもとれたところ
でお昼のバーベキューが待っている大杉公園へ。大杉公園
は８キロコースの皆さんと合流。にぎやかにおいしい
昼食を楽しみました。
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告報動活

紹
介

きし、うつ病の正しい知識や治療方法、そしてうつ病を持
つ人への対応などについてのお話をお聞きしました。
ポイント①　うつ病は治る病気である！
ポイント②　がんばって折れるよりたまには安全な場で弱音

　困ったときはひとりで悩まず、早めに医師や保健師に相
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活

　みんなで、柏崎市高柳町の県立こども自然王国へ行ってきました。
とっても良いお天気で思う存分自然を満喫して遊んできました。

三島支所三島支所

早朝から石窯準備していただいた
スタッフの皆さんに感謝です。

　月２回程度、ボラン

ティアをしています。元

気な子どもたちと遊ぶ

のを毎回楽しみにしてのを毎回楽しみにして

　手芸や工作を一緒に

やっています。毎回、発

想豊かな子どもたちに

驚くばかりです。

　こどもの広場で多くの子どもたちと

かかわってみて、自分が子育て中には

気づかなかった事を感じながら活動

しています。子どもたちはそれぞれ個

性があってホント可愛いですよ。

近くにいても普段社会（お年寄社会（お年寄

大杉公園大杉公園大杉公園

日となりました。当日は、怪我や筋肉痛の予防に、池嶋志保先生から出発前の
ウォーミングアップとゴール到着後のクールダウンをしっかり講師していただき

８キロコースは小学生12名を含む総勢26名で三島支所駐車場から大
杉公園を目指して出発です。コースの途中に10箇所のクイズポイントを設置し、
各ポイントで、三島の地域にちなんだ問題（例：大杉公園隣り七社宮神社の階
段の数は？）を解きながら、ゆっくり歩きました。
　大杉公園では、ゴール到着の喜びと「みしまる
太くん」のお出迎えに、みんな笑顔いっぱい。お

ロコースの方と合流して、バーベキューや

　こどもの広場で多くの子どもたちと

かかわってみて、自分が子育て中には

気づかなかった事を感じながら活動

しています。子どもたちはそれぞれ個

性があってホント可愛いですよ。

料理のレパートリーが広がった。料理のレパートリーが広がった。料理のレパートリーが広がった。料理のレパートリーが広がった。料理のレパートリーが広がった。料理のレパートリーが広がった。

図書

ボランティア

首をゆっく～り回して
　　　　ストレッチ

ウォーキングの
皆さんにも
ピザをふるまいました。
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会場案内
逆谷農業構造改善センター

特設会場

至 和島

至 与板

西照寺

日吉神社

案内看板

寛益寺

みしま北保育園

中
永トンネル

野崎家

三島支所

至 関原

　広報委員会では昨年３月にみしまコミセンのホームページを
立ち上げました！
　広報委員のブログをはじめ、画像付きの施設案内や広報誌（コ
ミセン新聞・だより）のバックナンバーをカラーでご覧いただけ
ます！　コミセンが地域のもっと身近なコミセンになるように、
ホームページも盛り上げて行きますので、遊びに来てください♪

受験生！受験生！

　平成20年5月、逆谷の日吉神社で発見された、直江兼続公が奉納したと伝えら
れる天神像（木像）にあやかり、受験生の合格と健勝を願い、本年も下記のとおり
合格祈願祭を開催いたします。

コミセン新聞や
コミセンだよりが
いつでもカラーで
見れるから
便利だよ！

日 　 時

会 　 場

お祓い料

お問い合せ先

　今年は特に黄色に咲いた花が目につきましたね。

　増やさないためには、花が咲く前に根こそぎ抜いてしまうのが、

一番良い方法です。

　また、花が咲いても、黄色から白く泡立つような感じに花が変

化して種にならないうちに刈ってしまうのも一つの方法です。

　今年は出来なくても、来年の為に覚えておきましょう。

　悪い面だけでなく、利用できる方法もあるようですので、来年

はそんなことも皆さんに紹介していきたいと思います。

http://www.oosugikun.com

携帯やパソコンから
アクセスしてね♪

セイタカアワダチソウは繁殖力の強い外来種です。セイタカアワダチソウは繁殖力の強い外来種です。

みしまコミセンのホームページをご存じですか～？みしまコミセンのホームページをご存じですか～？

合格祈願祭のご案内合格祈願祭のご案内

2012.11月発刊

平成２４年１１月２３日（金・祝日）　勤労感謝の日
　　　　午前１０時から（受付開始：午前９時３０分から）

逆谷農業構造改善センター特設祭場
２，０００円（※御守り、絵馬代として）

●健康で無事受験できるよう、寛益寺の仁王様の「股くぐり」も行います。
●会場周辺は、駐車スペースが無いことから、できるだけお乗り合わせの上お越しください。
●合格祈願祭の後は、温かい甘酒をどうぞ♪

逆谷の文化と歴史を守る会
会長　小 熊 久 栄　℡ ４２－３２２２

⬅日吉神社に伝わる御戸開天満天神像
　～天神様～
菅原道真は学問･出世の神様として
親しまれています。

直江兼続奉納　御戸開天満天神『三島逆谷入試合格祈願祭』
み　  と    びらき  てん   まん   てん   じん

がんばれ！
がんばれ！


