・長与町公民館②

境

14 時 30 分～ 16 時

「危険！！！ 近寄ってはダメ！」
不法投棄された消火器の取り扱いについて
問 住民環境課環境係

☎ 801-5824

不法投棄された古い消火器が、町内で発見されまし
た。古い消火器は、破裂事故などの恐れがありますので、
に近寄らずに住民環境課へ必ず連絡をしていただきま
すよう、お願いします。
※消火器の事故や処分・リサイクルについては、（株）
のホームページをご参照ください。

皆さま方に日頃からお出ししていただいております資
のではなく、業者に売却し、そのお金から収集運搬に係
る必要経費を除き、すべて各自治会に還元しており、地
ゴミ
れば
混ぜ ば資源
れ
分け

主任ケアマネジャー及びケアマネジャーを
募集します
問 介護保険課包括支援係

☎ 801-5822

〆 ３月 26 日㊊

※土・日・祝日を除く

試験 面接にて決定させていただきます。
面接日 ３月 28 日㊌

実を図るため、講師・指導者の人材リストを随時更新し
ております。
講師の登録にあたっては、指導分野、過去の活動状
況だけでなく、情報の公開範囲などに関するご本人の
意向も併せて収集し、役場他課や自治会（地域公民館）
にも広く周知していきたいと考えています。
「自らの指導
の幅を広げたい！」
「町民の学びに協力したい！」
「新た
に講師として登録してみたい！」と考えておられる方、こ
の機会にぜひ講師リストへの登録をご検討ください！
登録をご希望される方は、直接生涯学習課にお越し
いただくか、町ホームページからも「講 師登録カード」
のダウンロードができますので、ご参照ください。

ケアマネジャーの相談支援業務、地域包括ケア業務など

「平和コンサート in ながよ」
ジュネス弦楽アンサンブル
第８回スプリング・コンサート

勤務内容

応募資格 主任介護支援専門員の資格及び普通自動車
免許を有する 60 歳位までの方
募集人員 １人

賃金 １か月 205,600 円（１日７時間 30 分・週５日勤務）

時 ３月 24 日㊏

通勤手当 ２km 以上の方に支給

他 団員を随時募集しています！詳しくはホームページまで

勤務時間 ８時 45 分～ 17 時 15 分（休憩時間 12 時～ 13 時）

所 町民文化ホール

開場 13 時

開演 13 時 30 分

料 無料（全席自由）

長与ジュネス

応募資格 介護支援専門員の資格及び普通自動車免許

護

を有する 60 歳位までの方

問 介護保険課包括支援係

☎ 801-5822

認知症は何らかの原因で脳細胞が働かなくなり、日常

上の、3.5 人に１人はその症状があるといわれています。

賃金 １か月 165,000 円（１週間 31 時間勤務）
または１時間 1,220 円（１日６時間・週３日勤務）
勤務時間 ８時 45 分～ 15 時 45 分（休憩時間 12 時～ 13 時）
通勤手当 ２km 以上の方に支給

トレ教室』を行っています。認知症を予防する日頃の生活

長与布絵本の会主催 布小物手づくり講習会

町では、いつまでも健康で元気に暮らせるよう、
『脳

の送り方を、楽しく学びながら身につけていきましょう。
時 ４月～平成 31 年３月（合計 20 回）
●第１・３月曜日（祝日は休み）

育

問 富永

☎・FAX883-2969
omoukai.nagayo@gmail.com

かわいい！かんたん！身近な材料で初心者でもできる

・北部地区多目的研修集会施設

布の小物づくりを教えていただきます。今回はポケット

・ふれあいセンター

から不思議。先生の創意工夫の作品の数々も展示。そ

13 時 30 分～ 15 時

定 30 人

ティッシュ入れ。ちょっとしたアイディアでお洒落になる

定 30 人

の素晴らしさ、発想の豊かさは必見。見るだけでも楽し

●第２・４月曜日（祝日は休み）
・上長与地区公民館

10 時～ 11 時 30 分

・長与町公民館①

13 時～ 14 時 30 分
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いですよ。事前の申込みが必要です。
時 ３月 23 日㊎ 13 時～ 15 時（予定）

宝くじの助成金で整備しました！
「岡浮立」保存会の『傘鉾』
一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢
献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集
会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、
地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある
地域づくりなどに対して助成を行い、地域のコミュニティ
活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な
発展と住民福祉の向上に寄与するための事業を行ってい
ます。
この度、同センターの事業である、コミュニティ助成
事業の助成金により、町指定無形文化財の郷土芸能「岡
浮立」の「傘鉾」を整備しました。岡浮立は、約 200 年
の歴史をもつ行列浮立で、昔は稲の虫追いや雨乞いなど
に、近年では祝賀行事などに催されており、その伝承に
は岡郷民がこぞって参加し、俗に「岡の千人浮立」と言
われています。岡浮立のシン
ボル的な傘鉾を新調したこと
で、地域の結束力がさらに向

定 20 人

所 長与町図書館２階第２会議室（エレベーター正面の部屋）

上し、コミュニティ活動がま

料 無料

すます活発になることが期待

定 50 人

他 講師 有川節子先生

〆 ３月 20 日㊋

28 日㊌役場２階第１会議室

対 町内在住の小学校１～３年生の方

定 各クラス 15 人まで（応募多数の場合は抽選。応募者

全員に結果を発送します）

料 無料
申 児童の氏名、フリガナ、学校名、学年、住所、保護者

氏名、電話番号、受講希望日、希望の時間帯を記入（様
式自由）のうえ、学校教育課へ
（郵送・FAX・直接持参可）
〆 ３月 19 日㊊午前必着（３月 17 日㊏消印有効）

子ども会に参加しませんか？

問 役場２階生涯学習課内 長与町子連事務局

☎ 801-5682 FAX883-7151
nagayo.chokoren@gmail.com

町では、皆さまの意見を元に、子どもも
大人も笑顔になれる子ども会を目指していま
す！ぜひお子さんと子ども会に参加されてみませんか？子
ども会に入るメリットを 3 つ紹介します。
１．学校ではできない、経験ができる！

自分の知らない子と協力して１泊２日過ごすこと、違う

地区の子どもたちとスポーツを通じて汗をかきながら競い

されます。

成感を味わうこと、そのどれもが子どもたちのこれからの
人生の中で、絶対に無駄にならない素敵な経験になります。
２．学校ではできない、友達ができる！

小さい頃は、お兄ちゃん、お姉ちゃんができたようでと

ても嬉しくて、高学年になれば、弟や妹ができたようで、
責任感をもった行動ができるようになってきます。学校で
はなかなか経験できない、縦のつながりができることで、
子どもたちは自分の新しい居場所や役割を見つけること
ができます。またそのつながりは、中学生、高校生になっ
ても、大人になっても消えることはありません。
３．大人同士もつながりができる！

地元再発見

地元再発見

認知症予防は、早くから始めることが大切です。

教

② 14 時～ 15 時 10 分（両日とも 1 日 2 回開催）

所 ３月 27 日㊋町水道局３階第１会議室

カレンダー

カレンダー

生活に支障が出る病気です。予備軍も含めると 65 歳以

募集人員 １人

① 10 時～ 11 時 10 分

子育てランド

子育てランド

「脳トレ教室」参加者募集！

時 ３月 27 日㊋・28 日㊌

合うこと、自分たちが企画したものが、成功したときの達

ケアマネジメントなど

介

☎ 801-5681 FAX883-7151

図書館だより

図書館だより

勤務内容 要支援１・２認定者、事業対象者への予防

・・・9,033,455 円

様々な講座・教室を開催していますが、一層の内容の充

主任ケアマネジャー

ケアマネジャー

平成 28 年度資源化物売却額

10 時～ 11 時 30 分

16

他 応募多数の場合、初めての方を優先

町内の各公民館・施設では、受講者のニーズに応じて

問 学校教育課学務班

健康テラス

健康テラス

のご協力をお願いいたします。

〆 ３月 16 日㊎

☎ 801-5682 FAX883-7151
oubo.kyoiku@nagayo.jp

スポーツ広場

スポーツ広場

源化物（ガラスびんを除く）は、ゴミとして処分している

資源』になります。今後も皆さま

申 お電話または介護保険課窓口まで

問 生涯学習課

暮らしの情報

暮らしの情報

☎ 801-5824

ります。
『混ぜればゴミ、分ければ

料 無料

さい。
（申込用紙は、役場介護保険課にあります）

拠点収集で集められた資源化物は
どうなるの？

域の様々な活動の資金となってお

内 頭の体操、ゲーム、認知症予防に関する講話など

申 申込用紙と資格の写しを介護保険課までご提出くだ

（http://www.ferpc.go.jp/）

問 住民環境課環境係

い方

ALT の先生による春休み英会話教室
ALT（外国語指導助手）の先生たちと
遊びながら楽しく英語を学びませんか？

長与
よかとこめぐり

長与
よかとこめぐり

消火器リサイクル推進センター（☎ 03-5829-6773）

対 町内在住の 40 歳以上で、認知症予防に取り組みた

長与町講座教室講師リストの作成に係る
講師の登録について

町のお仕事紹介

町のお仕事紹介

不法投棄された消火器などを発見された場合は、絶対

定 50 人

第５回長与シーサイド
情報通
マルシェ開催

第５回長与シーサイド 情報通
マルシェ開催

環

同じくらいの歳の子どもがいる家庭が、自分の近くにい

ること、こんなに心強い存在はあるでしょうか？子育ての
悩みなど打ち明けることができるつながりが必ずできるは
ずです。また、子どもたちも、地域の大人たちと顔見知
りになり、みんなに見守られながら、より安全に毎日を過
ごすことができます。

くらし
防犯灯の故障（球切れなど）は
問 地域安全課交通防犯係

☎ 801-5662
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