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■みしまこどもの広場
１月より平日開催スタート

21

号★

コミセンでは、先回のみしまコミセン新聞

でお知らせしたとおり、１月から３月まで、

みしまこど もの広場を平日の放課後に週２回

開催するための準備を進めています。

今回対象と な る脇野町 小学 校の皆 さんに、

平日利用の申込みについてご案内をしたとこ

名余りの申込みがありました。今後

ろ 、 わ く わ く ル ー ム （ 児 童ク ラ ブ ） の 児 童 を

含め、

も随時受け付けいたしますので、ご希望の方

はコミセン事務室へご連絡ください。

■ ボランティアさんを募集しています

「みしまこどもの広場」は、地域の皆さん

からボランティアとして、子どもの見守りや

あそびの企画等にご協力いただいています。

今回、平日の放課後の実施に当たり、開催

日数や活動プログラム、参加児童数が増える

ため、より多くのボランティアの皆さんの協

力が必要となります。

ボランティアの主な役割は、みしま交流セ

ンターと脇野町小学校のいずれかの会場で、

子どもたちの安心、安全のための見守り活動

を行っていただくことです。

８０

■お世話になりました。－１２月末日をもってセンター長を退任させていただきます―
この度

身体上の事由により、１２月末日をもっ

てみしまコミュニティセンター長を退任することと
なりました。

なり、心から感謝申し上げます。
この三島地域が安心で安全な地域を目指すには、
世代や組織の枠を越えて、住民自治の活動と和と絆

平成 21 年 4 月 1 日「みしまコミュニティセン

を継続して実行されますよう祈念申し上げ退任の

ター」開設時にセンター長を拝名し以来、コミセン

挨拶といたします。

とは何ぞやから始まり、浅学非才をも顧りみず、今

本当にありがとうございました。

日まで務めさせていただきました。
この間、三島支所長さんをはじめ行政の皆様、地

平成 23 年 12 月 16 日
みしまコミュニティセンター長
草 分 繁 秋

域住民やコミセン関係者等、大勢の皆様方より格別
なる御指導と御協力を賜り非力な私を支えていただ
きました。又皆様方との出会いは私の生涯の宝物と

■こどもたちと一緒に
交流しませんか

交流センターでは、子どもたちとお話しを

しながら過ごしていただく「見守りボランテ

ィア」と、手芸や読み聞かせ、将棋などをし

ながら過ごしていただく「活動ボランティア」

があります。

また脇野町小学校では、見守りをしながら、

子どもたちと一緒に軽スポーツを楽しんでい

ただきます 。

これまで土曜日に活動をされているボラン

ティアさんからは「子どもたちからたくさん

のパワーをもらって自分が元気になった」と

いった声も寄せられています。皆さんも子ど

もたちと一緒に楽しい時間を過ごしてみませ

んか。

子どもたちがいろい ろ な人と関

わり合い、多くの事を学ぶ場とな

るためにも、大勢の皆さんからの

ご協力をよろしく

お願いし ます。

詳細につきまし

てはコミセン事務

室までお問い合わ

せください。

募

コミセン広報委員会
平成 23 年 12 月 16 日発
行

■みんなで書初め

■第３回コミセン囲碁将棋大会

年の初めは書初めから。小学生・中学生・大人
の皆さんもみ～んなで一緒に書初めしませんか。

囲碁の部、将棋一般の部、将棋小学生の部があ
ります。日頃の練習の成果を発揮しましょう！

日
会
講

日 時：１月 29 日（日）午前９時～午後３時頃
会 場：みしまコミセン 和室
参加費(昼食込)：大人 1,000 円 小学生 700 円
中学生、高校生も大歓迎です！
※１月 20 日までにコミセンへお申し込みください。

時：１月６日（金）午前 10 時～午後 0 時 30 分
場：みしまコミセン ホールおおすぎ
師：櫻川さゆりさん

※12 月 27 日までにコミセンへお申し込みください。

■綱引き大会合同練習会のご案内♪

上岩井町内会より

■雪ほたるで新年を迎えよう！！
日

１２／３
クリスマスリースづくり

集・お知らせ

１１／２６
紙粘土・おりがみ

■来年度の三島地域体育祭は９月３０（日）を予定しています。
今年度の三島地域体育祭は、雨のため残念ながら中止となりましたが、
準備や後片付け作業に多くの皆様からご協力をいただきありがとうございました。
さて、体育祭実行委員会では来年度の体育祭に向けて、皆さんから頂いた
意見や要望、アンケートの結果などを踏まえて検討が進められています。
そのなかで、体育祭の開催日については、９月３０日（日）とすることになりました。
また、雨天の場合の対応については、「中止する」、「規模を縮小して屋内でやってはどうか」、「天

会

時：１２月３１日（土）
午後９時～新年１時１５分
場：石井神社（上岩井）

～幻想的な雰囲気の中で新年を迎えましょう～

地域交流スポーツ大会に向けた合同練習会が
開催されます。参加費は無料ですので、お気軽に
ご参加ください。※詳細はコミセン事務室まで。

日 時：１月８日（日）午後１時～３時
会 場：表町小学校体育館

■～大掃除と休館のお知らせ～
１２月２８日（水）～１月４日（水）までコミセン施設は休館となります。２月の利用申込は、１月
４日（水）からとなりますのでご了承ください。また、２８日（水）午前１０時よりコミセン施設の
大掃除を行います。協力してくださる方は、雑巾を持って、当日コミセン事務室へお越し下さい。
ご協力よろしくお願いいたします。

コミセン施設休館日：１２月２８日（水）～１月４日（水）
※１２月２９日（木）～１月３日（火）は、コミセン事務室の業務を休みます。
今年１年も大変お世話になりました。よいお年をお迎えください。

候に左右されない屋内開催にしてはどうか」など、様々な意見が出されました。
三島地域の恒例行事であり、地域の皆さんが集い交流できる最大のイベントであることから、雨天の場
合でもみしま体育館を利用して行うことができる楽しいイベントについて検討したいと考えています。
今後とも楽しい体育祭となりますように、引き続き体育祭実行委員会等で検討を進めてまいりますので、
皆さんの意見や要望をコミセン事務室までお寄せくださるようよろしくお願いします。

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～５時 15 分）
〒940-2392 長岡市上岩井 1261-１
電 話：42-2525 ＦＡＸ：42-3711
メールアドレス：mishima-comi@city.nagaoka.lg.jp

■サークルにおじゃましま～す♪②

～サークルメンバー随時募集中です～
興味のある方は、コミセン事務室までお問い合わせください♪

コミセン施設の利用も含めて、活発にサークル活動をされているみなさんを紹介する
コーナー！第２弾は「みしま絵画サークル」さんです。

■配食サービスボランティアで他地域のコミセンへ視察に行ってきました♪
コミセンでは、ボランティアさん同士の親睦とほかの地域のコミセンで行われて
いる食事サービスの現状を把握することを目的に、「視察交流会」を開催しました。
第１回目は１１月２９日、参加者２０名で日越コミセンへ行ってきました。日越コミ

●会について教えてくださ～い。
この会は、公民館の講座から始まりました。その後、
講座生のみんなで「みしま絵画サークル」を立ち上げ、
今年で１５年目になります。現在メンバーは約１８人で、
月２回（第１・第３木曜日）に活動しています。

センの食事サービスの年間の流れや現状についてお話をお聞きし、献立会議の取り組み
や町内全体で見守り活動をしていくための課題などについて、意見交換会を行いました。
第２回目は１２月１４日、参加者１６名で大島コミセンです。当日は大島地区の「ふれあい食事サービ
ス」の日で、配膳・配達・会食の一連の流れを見学しました。大島地区では会食会に町内会や福祉会の方
を定期的にお招きし、食事サービスの良さを地元の町内に PR してもらっており、地域全体で食事サービ

●活動について教えてくださ～い。

スに取り組んでおられました。

先生が用意した題材をそれぞれの解釈と感覚で、思い
のまま自由に描きます。あったかくて、楽しい会です。

意見交換会で
のひとコマ

11/29
（火）

第１木曜日には講評会があって、直接先生から指導し
てもらいます。その緊張感がまた、やりがいに繋がるんです。日常の生活を忘れて絵に没頭できて、楽し
く活動しています。こういう会がないとなかなか趣味も続けられないですからね。

●これからの活動はどうしていきたいですか？
いつの日かサークルのみんなで、泊まりがけの「スケッチ旅行」に行ってみたいですね～。佐渡なんか
最高ですね！！ぜひ実現したいです。※県内で日帰りのスケッチ会はしています。

●みしま絵画サークルのみなさんより

～日越コミュニティセンターにて～

現在「みしま書初め大会」と同時に開催される「みしま絵画サークル新春色紙展」に向け、作品を制作
中です。ぜひ見に来てください。また地域の方で作品を出展してくださる皆さんを募集しています。絵画・

～大島コミュニティセンターにて～

書道・写真・絵手紙・切り絵・ちぎり絵・パッチワークなど・・・なんでも OK です！搬入日にみしま会

大島地区の
お弁当を試食！

12/14
（水）

配膳に飛び入

館へ作品を持ってきてください。

「みしま絵画サークル新春色紙展」

り参加！！

展示期間：１月 20 日（金）～26 日（木）
会
場：みしま会館 ホール

※作品搬入日：１月 19 日（木）午後１時～４時
※「第 57 回みしま書初め大会」展示会、生きがい講座「みしま書道クラブ作品展」同時開催

コミセンでは、今回の研修会を通して「よかっ
た点」や「参考となった点」を取り入れながら、
楽しく、やりがいを持って活動をしていただける

共通の絵の趣味を通じながら“青春の時間”を満喫している「みしま絵画サークル」さんでした。あり

配食サービスとなるように取り組んでいきたいと

がとうございました。今後も定期的にコミセン新聞で紹介していきます！次回もどうぞお楽しみに♪

■三島かたくり太鼓も出場してきました♪

考えています。

■がんばれ！ 受験生！！

「越後長岡・和太鼓祭 2011」が１２月４日（日）ハイ

逆谷の文化財や伝統、生活様式などを守り伝え、地域おこし

ブ長岡で開催されました。今年で５回目となる市内１１地

を行っている「逆谷の文化と伝統を守る会」では、１１月２３

域の和太鼓団体による祭典に、三島地域から「三島かたく

日（水・祝）、今年で第４回目となる三島逆谷入試合格祈願祭

り太鼓」が今回初めて出演しました。

を開催しました。

初参加のため、圧倒されそうでしたが、みんなでスクラ
ムを組んで気合いを入れて本番に望み、素晴らしい出来で
した。
三島かたくり太鼓さんの今後のご活躍が楽しみです！

その後、健康で無事に受験を迎えられるよう、寛益寺で「仁
王様の股くぐり」も行われました。
受験生の皆さん、風邪など引かないよう健康に留意して、が
んばってください。

