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13

下 402

1
3

32
0
38
（6） （0） （8）

51
1
65
20
（-12）（1）（-14）
525

1,498 10 1,928
（-227）（-1）（-295）

※交通事故相談
長崎県交通事故相談所 長崎市尾上町3-1（長崎県庁2階）
☎824-1111（内線3776・3777）9時〜16時（土日祝日は休み）

健康テレホンサービス ☎826-5511

（フリーダイヤル）
☎0120-555-203（携帯電話不可）

6月のテーマ
月：在宅酸素療法
火：乳がんの症状とマンモグラフィ検査
水：小児の救急シリーズ⑦嘔吐と下痢
木：「いんきんたむし」とは
金：むし歯は遺伝するのですか？
土・日：
赤、白、緑、黄色？〜不思議な尿の色〜
放送内容確認サービス

借入れやローンの返済にお悩みの方々から、
債務整理や家計の見直しなどについて相談員が
面談に応じます。事前にお申し込みください。
時 6月21日㊍13時〜15時30分
所 長崎財務事務所（長崎市筑後町3-24）
他 福岡財務支局での無料相談は常時受け付けています。
（年末年始および祝日を除く月曜〜金曜の9時〜17時）
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陶芸の館に来てみませんか

問 生涯学習課文化振興班
☎801-5682 6883-7151
*n-shogai659-1@nagayo.jp

長与町「陶芸の館」
は、陶芸体験ができる専用の施
設で、毎週金曜日と土曜日に開館しています。粘土な
どは館内で販売、道具は貸し出していますので、エプ
ロン
（汚れても良い格好）
と古タオルとやる気を持って
来ていただければ、陶芸を体験できます。やさしい講
師とスタッフがいますので、全くの初心者の方も大・
大・大歓迎です！オリジナルの作品を手にする喜びは、
ひとしおですよ！見学だけでもお気軽にお越しくださ
い。まずは、登録して
「利用者カード」
の取得から！
時 開館日 毎週金曜日・土曜日9時〜16時
（お盆、年末年始を除く）
※臨時休館する場合があります。
所 陶芸の館（長与町三根郷387-1）
料

平成30年4月現在

施設使用料

町民

100円 /1時間 ※1

町外

210円 /1時間 ※1

電動ろくろ
使用料

100円 /1時間 ※2

粘土代

800円 /1kg

再生粘土代

絵付け用
素焼生地代

300円 /1kg
マグカップ

500円 /1個

コップ

500円 /1個

茶碗

500円 /1個

皿（大）

500円 /1枚

皿（中）

300円 /1枚

皿（小）

150円 /1枚

※1：3時間を限度とします

※2：2時間を限度とします

他 ご利用までの流れ

①利用者登録
運転免許証などの、
「 住所」
が確認できる身
分証明書などを持参し、
「 陶芸の館」
の受付
で、所定の用紙に必要事項を記入します。
②「利用者カード」の受けとり
翌週の開館日
（金曜日・土曜日）以降、来館され
た時に、利用者カードをお受け取りください。
③次回から、来館時に「利用者カード」を
提示して、必要な料金をお支払ください。
※登録当日も利用できます

カレンダー

カレンダー

問 財務省福岡財務支局 多重債務相談窓口
☎092-411-7291

☎801-5662

教育週間は、家庭・地域・学校が協力し合い、
心豊かな長与の子を育成することを願って設け
られました。教育週間中は、各小中学校で道徳
の授業が公開されるほか、小学校6年生・中学
校2年生による「ふれあいペーロン大会」
（6月
26日㊋長与港）
、中学校3年生による「中学校
弁論大会」（6月28日㊍町民文化ホール）など、
様々な取組が計画されています。
●各学校の教育期間中の活動（一部抜粋）
ぜひ、この機会に多くの町民の皆さまに来校
いただき、子どもたちの生き生きと活動する姿
や各校の教育活動の様子をご覧いただきたいと
思います。
長与小学校
時 6月25日㊊
校長講話
道徳授業公開 時 6月25日㊊〜28日㊍
なかよし集会 時 6月29日㊎
高田小学校
校長講話 時 6月25日㊊
道徳授業公開・
「命」をテーマにした学級懇談会
時 6月27日㊌・29日㊎
洗切小学校
時 6月25日㊊
校長講話
道徳授業公開 時 6月27日㊌・29日㊎
時 6月27日㊌
平和講演会
6年生伝統文化体験 時 6月28日㊍
長与北小学校
時 6月25日㊊
校長講話
道徳授業公開 時 6月27日㊌〜29日㊎
なかよし集会 時 6月25日㊊
長与南小学校
時 6月25日㊊
校長講話
道徳授業公開 時 6月25日㊊・27日㊌・29日㊎
被爆体験講話 時 6月25日㊊・27日㊌・29日㊎
平和コンサート 時 6月28日㊍
長与中学校
校長講話・DV 防止教室 時 6月25日㊊
時 6月27日㊌
食育講話
道徳授業公開 時 6月29日㊎
長与第二中学校
校長講話・心を見つめる集会 時 6月25日㊊
道徳授業公開 時 6月29日㊎
高田中学校
時 6月25日㊊
校長講話
3年生 DV 防止教室 時 6月27日㊌
時 6月29日㊎
道徳授業公開

今年度は、平成31年度から中学校で使用する「特別の教
科 道徳」の教科書採択の年にあたります。各発行者の教
科書見本を展示しておりますのでご覧いただき、お気づきや
感想などがありましたら、アンケート用紙に記入ください。
時 6月29日㊎18時まで
所 長与町図書館（1階入口付近）

子育てランド

子育てランド

問 地域安全課交通防犯係

長与の子の心を見つめる教育週間
6月25日㊊〜7月1日㊐

図書館だより

図書館だより

町内放送の内容が確認できます！
♦電話での確認（フリーダイヤル）
☎0800-200-3312
♦メールでの確認方法
（あらかじめ登録をしていただく必要があります）
登録方法
登録用サイト（http://mobile.
nagayo.jp/mail/mobile/）
にアクセス→空メールを送信
→ガイダンスに従って登録
（地域は『広域地域から選ぶ』を選択）
防犯灯の故障（球切れなど）は

多重債務の無料出張相談会

傷者

健康テラス

健康テラス

平成30年度キャッチフレーズ
「走り出せ、性別のハードルを超えて、今」
女性も男性も、自らの意思により個性と能力
を発揮して活躍できる職場、学校、家庭、地域
を作るためには、一人ひとりの取組が必要です。
私たちのまわりの男女のパートナーシップにつ
いて、この機会に考えてみませんか？

0

死者

スポーツ広場

スポーツ広場

6月23日〜29日は「男女共同参画週間」です

8

件数

くらしの情報

くらしの情報

女性キャリアカウンセラーが皆さまに合った働
き方を一緒に考える、個別相談を行っています。
働きたいけど悩みや不安がある方、お気軽にお
話をしに来てみませんか？皆さまの働きたい気持
ちを応援します。まずはお電話ください。
時 月曜日〜金曜日10時〜18時（要予約）
所 長崎県総合就業支援センター
（長崎市川口町13-1 長崎西洋館2階）

傷者

長与
よかとこめぐり

長与
よかとこめぐり

問 長崎県総合就業支援センター女性コーナー
ウーマンズジョブほっとステーション ☎842-5424

県

死者

☎801-5681

役場の
お仕事紹介

役場の
お仕事紹介

平成30年度女性のためのおしごと相談

時津町

件数

問 学校教育課

Nagayoの
情報通

Nagayoの
情報通

受付時間 9時〜22時（土日祝日および年末年始含む）
7月19日㊍
（予定）
から、町内の一部地域におい
て携帯電話の新しい電波利用が開始され、一部地
域でテレビの映像が乱れる可能性があります。対
象地域では事前のチラシ配布および調査員の訪
問・機器調査が行われます。工事作業者は
「テレビ
受信障害対策員証」
を携行しています。費用は一
切かかりません。また物品の販売をすることもあり
ません。不審な場合やその他のお尋ねは700MHz
テレビ受信障害対策コールセンターまで。

長与町

本年累計（対前年比）

教科書展示会

地域
POWER！

地域
POWER！

問 700MHz テレビ受信障害対策コールセンター
☎0120-700-012（フリーダイヤル）
☎050-3786-0700（IP電話などでつながらない場合）

4月中

教 育

集

集
24

町内の一部地域において
テレビアンテナの調査（世帯訪問）
が行われます

交通事故発生状況

特

特

く ら し

▲利用者の方々の作品
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