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今回は中国、アメリカ、ドイツのお菓子を作
ります。ここでしか体験できないお菓子作りを
してみませんか？友人や知人、
親子での参加も大歓迎です。
時 6月30日㊏10時〜14時
所 ふれあいセンター調理室
（長与町高田郷2005-3）※駐車場あり
対 小学4年生以上
（ただし、小学生は保護者同伴）
定 30人
（申込多数の場合は抽選、協会会員優先）
料 500円（協会会員無料）
申 電話、メール、協会ホームページよりお申
し込みください。
〆 6月22日㊎

こい

こい

募 集 「恋来ながよ」イベント開催！

申 ・ 問 長与町社会福祉協議会 ☎883-7760

「恋来ながよ」の第10回出会いイベントを
開催します！今回の会場は長崎市の ANA クラ
ウンプラザホテル長崎グラバーヒルです。ラン
チ＆スウィーツブッフェに舌鼓を打ちながらス
テキな出会いを見つけましょう！詳細は、長与
町社会福祉協議会までお問い合わせください。
時 7月21日㊏11時30分〜14時30分（予定）
※11時〜受付
所 ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル
Restaurant「Pavé（パヴェ）
」
※現地集合、現地解散
対 20歳以上の独身男女
定 男女各20人
料 登録者 2,500円 一般参加者 3,500円
〆 7月13日㊎17時

カレンダー

カレンダー

下水道は、快適で豊かな生活を営むための生活基
盤であり、暮らしに欠かすことのできないライフライン
の一つです。そのため、生活環境の改善や河川の水質
保全のためには下水道ヘの接続が必要不可欠です。
これからも町民の皆さまがよりいっそう清潔で快適
な生活を送れるよう、また、私たちの生活を支える大切
な財産である
「水」
を守るためにも、水洗への切替が可
能な区域で、切替がお済みでない世帯の方々につきま
しては、早期の水洗化への改造をお願いします。

問 長与町国際交流協会（役場政策企画課）
☎801-5661 *kikaku@nagayo.jp
協会ホームページ
http://www.nagayo-kokusai.com/index.html

子育てランド

子育てランド

☎801-5832

長与町国際交流協会設立20周年記念事業
国際料理教室〜世界のスイーツ作り〜

図書館だより

図書館だより

水洗化のお願い

募集

大村湾の絶景を眺めながら沿岸を自転車で一
周するライドイベント「大村湾 ZEKKEI ライド」
を今年も開催します。コースはロング、ショー
トの2種類があります。
参加申込み
時 9月30日㊐（雨天決行）
内 大会の詳細についてはホームページをご覧
ください。http://zekkeiride.com/
定 ロングコース 300人 ファミリーコース 200人
※先着順のため、お早めにお申し込みください。
申 ウェブ申込みのみ
受付開始 6月18日㊊〜
（定員に達し次第終了）
ボランティア募集
イベント当日、ボランティアとして活動して
いただける方を募集します。
時 9月30日㊐6時15分〜11時（目安）
対 ・高校生以上
・健康で自己管理ができる方
・未成年者の方は保護者の方の同意が必要
内 ①町内のエイドステーション（休憩所）で
のボランティア
入口誘導、エイド内誘導、飲食物サービス、
出口誘導
②町内のコース誘導ボランティア
コース誘導、安全管理
申 ホームページ（http://zekkeiride.com/）に
掲載している応募用紙にご記入いただき、
FAXまたはメールにてお申し込みください。
他 ・報酬、交通費は支給いたしません。
・弁当、お茶を配布します。
・主催者においてボランティア保険に加入
します。
事前説明会
ボランティアに参加していただく方は必
ず出席をお願いいたします。
時 9月2日㊐
①11時〜②15時〜（どちらかに参加）
所 ふれあいセンター2階研修室 B

健康テラス

健康テラス

行政困りごとなんでも相談
総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国
の仕事など、行政に関する苦情や要望を受け付
け、解決や改善を図ります。
行政相談委員 堤惠美子 ☎856-4851
草野 洋 ☎887-2457
長崎行政監視行政相談センター ☎849-1100

成婚について
3組のご成婚がありました。3組とも会員限
定のサービスである「お見合い」を通して知り
合われました。
お見合いについて
19組（延べ26回）のお見合いがありました。
イベントについて
7月、11月、2月の計3回開催しました。イ
ベント内容は、以下のとおりです。
7月
長崎市の ANA クラウンプラザホテル長崎グ
ラバーヒルにて、ランチ＆スウィーツブッフェ
を楽しみながらプロフィールトークを行いまし
た。男性14人、女性15人が参加し、カップリ
ングの結果4組のカップルが誕生しました。
11月
長与町老人福祉センター大ホールを会場に、
年齢別に2グループに分かれて軽食を取りなが
らゆっくりと会話を楽しみました。平日夜の開
催でしたが、2グループ合計で男性18人、女性
16人の参加がありました。
2月
長与町老人福祉センター大ホールを会場に、
昼食をとりながらゆっくりと会話を楽しむ内容
で、男性9人、女性9人の参加があり、カップ
リングの結果2組のカップルが成立しました。

問 大村湾 ZEKKEI ライド2018実行委員会
6825-0221 *zekkeiride2018@jtb.com

スポーツ広場

スポーツ広場

人権相談
法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、い
じめ、隣近所とのトラブルなど、人権に関する
様々な相談を受け付けます。
【常設人権相談所（長崎地方法務局）】
時 月曜日〜金曜日の8時30分〜17時15分
（祝日を除く）
所 長崎地方法務局 ☎0570-003-110

長与町結婚相談所では登録会員を募集してい
ます。相談所の事業内容を詳しく知りたい方や、興
味がある方は、お気軽にお問い合わせください。

大村湾 ZEKKEI ライド
2018開催決定！

くらしの情報

くらしの情報

合同相談所を開設しています。事前予約は必
要ありませんので、お気軽にお越しください。
相談は無料で、秘密は堅く守られます。
時 7月10日㊋13時〜16時 所 北部地区多目的研修集会施設
時 8月 7日㊋13時〜16時 所 上長与地区公民館

問 下水道課
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☎801-5781

平成26年度の事業開始より、丸4年が経過し
た長与町結婚相談事業
「恋来ながよ」
。平成29
年度における事業結果についてお知らせします。

募集

長与
よかとこめぐり

長与
よかとこめぐり

問 総務課行政係

☎883-7760

役場の
お仕事紹介

役場の
お仕事紹介

人権相談・行政困りごとなんでも相談

問 長与町社会福祉協議会

Nagayoの
情報通

Nagayoの
情報通

一部窓口の開庁は、庁舎1階の住民福祉部（住
民環境課、こども政策課、福祉課）、健康保険
部（健康保険課、介護保険課）です。
時 6月9日㊏・23日㊏、7月14日㊏・28日㊏
9時〜12時30分 ※正面玄関をご利用ください。
◆利用時の注意点
・国の機関や県、他の市町村への照会や確認などが必
要な業務は、当日対応できません。また、内容によって
はお待ちいただいたり、受付できない場合もあります。
・取扱いできる業務の詳細は、事前
（平日）
に各課
へご確認いただきますようお願いいたします。

町では、臨時職員（一般事務補助の業務）を
募集しています。勤務を希望される方は登録が
必要となりますので、以下をお読みになり、登
録の申込みを行ってください。
なお、採用については、各担当課の業務にお
いて臨時職員が必要となった時となりますの
で、登録された方が必ず採用されるわけではあ
りません。
対 雇用時の年齢が18歳以上
（学生を除く）
の方
申 所定の登録申込書を総務課
（庁舎3階）
へ郵送
または直接持参する方法でご提出ください。
※登録申込書は総務課または町ホームペー
ジで入手できます。
他 登録の有効期間は、登録された年度内（4月
1日〜翌年3月31日）です。受付は随時行っ
ています。
勤務時間 8時45分〜15時30分
（1日5時間45分、休憩1時間）
勤務場所 本庁舎、出先機関など
職務内容 書類整理、データ入力、窓口対応お
よび電話応対などの一般事務補助
（パソコン使用あり）
任用期間 原則として1回の任用につき6か月以内
時給 770円
通勤手当 通勤距離が片道2km 以上の者に限り
日額300円
休日 土・日・祝日、
年末年始（12月29日〜翌年1月3日）

こい

地域
POWER！

地域
POWER！

問 各課へ

申 ・ 問 長与町役場総務課
〒851-2185長与町嬉里郷659-1
☎801-5781

こい

平成29年度結婚相談事業「恋来ながよ」事業報告

集

集

役場の一部窓口を
第2・第4土曜日に開庁しています

長与町臨時職員（パート）を募集しています

特

特

く ら し

募集
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