問 役場住民環境課環境係 ☎801-5824
時津警察署
☎881-0110
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50cm以下

事業所・団体様向け
「エコアクション21」説明会
時 7月18日㊌14時〜16時
所 長崎市市民会館男女共同参画推進センター

研修室1・2

対 長崎市、
長与町、時津町の事業者および団体
内 ①長崎市の地球温暖化対策について

②エコアクション21とはおよび認証・登録のメリット
③エコアクション21構築と認証および取得
の仕組みのポイント
④認証および登録事業所の事例紹介
定 80人程度 料 無料
申 役場住民環境課または町ホームページにある申込
書を、7月13日㊎までにメールまたはFAXで申込み。
（申込先）長崎市環境部環境政策課低炭素社会推進係
☎829-1156 6829-1218
*kankyo@city.nagasaki.lg.jp
エコアクション21とは
環境省が策定した、中小企業でも取組やすい
環境経営システムです。ISO14001と同様に環
境負荷を継続的に改善する仕組みですが、その
特徴は比較的、低コスト・短期間で取り組めるこ
とです。また、メリットとしてコスト削減や環境活
動レポートとしての環境経営に関する活動実績の
公表による企業の信頼性向上が期待できます。

く ら し
「貯めんば損たい！
ながよミックンポイント」
参加者説明会のお知らせ

申 ・ 問 ミックンポイント特設窓口

☎894-1215

今年度実施しています「ながよミックンポイ
ント」の参加者説明会について、土日の実施日
を追加しました。本事業は、
「歩く」「健診受診」
など健康づくりを行うだけで年間最大5,000円
相当の商品を獲得できる事業です。
※参加には参加者説明会への出席が必要です。
※所要時間は30分〜1時間程度です。
時 ・ 所 （要予約）
7月28日㊏11時〜12時、14時〜16時 水道局3階
8月 5日㊐10時〜12時、14時〜16時 水道局3階
対 町内在住で今年度20〜60歳の方
（昭和33年4月2日〜平成11年4月1日生まれ）
※今年度61歳以上の方
（昭和33年4月1日以
前生まれ）
については、定員に達したため募
集を終了しました。

募集

ブルーベリー親子摘み取り体験
問 長与町ブルーベリーを育てる会
☎883-5905

長与ダム近くのブルーベリー園で「親子摘み
取り体験」をしてみませんか？
時 1回目 7月21日㊏（雨天時は7月22日㊐）
2回目 8月 4日㊏（雨天時は8月 5日㊐）
各回とも10時〜11時30分
所 9時45分までに本川内郷木場集会所（長与ダ
ム近接地）に集合。（駐車場は長与ダム公園）
定 各回、
町内在住の先着15家族
（1家族4人程度）
※2回連続の参加はご遠慮ください
料 3歳〜小学6年生：1人100円
中学生〜大人：1人200円
申 役場産業振興課
（平日8時45分〜17時30分）
※窓口で直接申込み（電話不可）
〆 1回目 7月10日㊋〜17日㊋
2回目 7月10日㊋〜25日㊌
他 農園内では上記の値段で食べ
放 題 で す。 摘 み 取 り し た ブ
ルーベリーのお持ち帰りは有
料です。（200円／100g）

子育てランド

子育てランド
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（小）
30cm程度

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
（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

図書館だより

図書館だより

県内でも、特定外来生物
（植物）
「オオキンケイギク」
が確認されて
います。個人の所有地内などで
オオキンケイギクを見かけました
ら、除去にご協力をお願いします。

（中）
35cm程度

☎883-7760

健康テラス

健康テラス

5〜7月頃にかけて、鮮やかな黄色の花をつける
オオキンケイギク。九州各地の道端や河原などで
よく見かけます。しかし、きれいな花だからといっ
てご自宅の庭や花壇に植えては絶対にいけませ
ん。オオキンケイギクは、日本の生態系に重大な影
響をおよぼすおそれがある植物として、外来生物
法による
「特定外来生物」
に指定され、栽培、運搬、
販売、野外に放つことなどが禁止されています。

十分に休憩をとって、眼や喉を洗い流せば、
ほとんどの場合回復します。症状が改善しない
場合は、医師の診察を受けてください。

（大）
40cm程度

申・問
長与町社会福祉協議会

長与再発見

長与再発見

☎801-5824

①屋外での激しい運動を避けましょう！
②体に異常を感じたら、屋内で十分休みましょう！
③眼や喉に異常があったら、きれいな水でうがいや
洗眼しましょう！
④症状がある場合は、保健所へ連絡してください。

②町指定ごみ袋を巻きつける
・枝の長さは50cm 以下
・直径40cm 以下になるようひもで束ね、
町指定ごみ袋を巻きつける。
※巻きつける袋のサイズは、
直径（大）40cm
（中）35cm（小）30cm 程度を目安にお
願いします。

恋来ながよイベント開催

スポーツ広場

スポーツ広場

問 住民環境課環境係

光化学オキシダントの濃度が高くなったら、
「光化学
オキシダント注意報」
を防災無線でお知らせします。

平成30年度より草、枝切れのゴミステーショ
ンへの出し方について、処理手数料における公
平性の観点から変更しました。出し方について
は下記①・②どちらかの方法によりお出しくだ
さい。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
①町指定ごみ袋へ入れる
・枝の長さは50cm 以下
・1枚の町指定ごみ袋へ入れて口を結ぶ

募集

くらしの情報

くらしの情報

オオキンケイギクは「特定外来生物」です

光化学オキシダントって何？
工場の煙や自動車排気ガスに含まれる大気汚
染物質に太陽の光が作用してできたオゾンのよう
な刺激物質です。人間の皮膚や粘膜に影響を及ぼ
すことがあります。また、大気汚染が少ない地域で
も光化学オキシダントが発生していることから、
「自然界のオゾン」
の影響も考えられています。
長崎県では、4〜6月（春）と9〜10月（秋）
のよく晴れた日中に光化学オキシダント濃度が
高くなる傾向があります。
光化学オキシダントの影響は？
光化学オキシダントの濃度が高くなると、目がチカチ
カしたりしょぼしょぼしたり涙がたくさん出たり、喉や
鼻の粘膜がヒリヒリして痛みが生じることもあります。

草、枝切れの出し方を変更しました

長与
よかとこめぐり

長与
よかとこめぐり

こもづつ

☎856-0691
☎895-2356

役場の
お仕事紹介

役場の
お仕事紹介

指定集積場所
・斉藤郷西側埋立地
・高田郷道の尾グラウンド
※指定場所に運搬できない地区は、事前に自治
会長、消防団、役場住民環境課と協議し、責
任をもって処理してください。
供物など
集積場所内に、専用の回収箱を設置します。
※菰包みの中に缶詰・びんなどの不燃物は入れ
ないようにしてください。
その他注意事項
・精霊船の長さが2m 以上のものは、道路使用
許可願を時津警察署へ提出してください。
※申請期間：7月2日㊊〜8月6日㊊9時〜17時
（土・日・祝日除く）
・やむをえず精霊船を道路上で制作する場合
は、時津警察署へご相談ください。
精霊流し説明会
精霊流しを行う場合は、①・②どちらかの説
明会に必ず参加してください。
時 8月8日㊌①10時〜②13時30分〜
（約1時間程度）
※①・②どちらかを受講
所 時津警察署
・精霊船を車両で運搬する場合は、灯ろう、線
香の火は消してください。
・花火、爆竹などは人家近くや人の集まる場所、
また人や車両に向けて使用しないでください。
・集積場所の広さに限度があるため、精霊船の
小型化にご協力ください。また、環境負荷の
大きいビニール、プラスチック類の使用はで
きるだけ控えてください。

問 西彼保健所
長崎県地域環境課

地域
POWER！

地域
POWER！

精霊流しは8月15日㊌
19時〜22時までに指定場所へ

光化学オキシダントに注意しましょう

Nagayoの
情報通

Nagayoの
情報通

環 境

野菜作りを学んでみませんか
問 産業振興課

☎801-5836

JA と町の共催で野菜栽培講習会を開催して
います。対象者は農家の方に限らず、広く開か
れた講習会です。家庭菜園や市民農園を利用さ
れている方、野菜作りに興味のある方はお気軽
にお越しください。
時 7月25日㊌13時30分〜（2時間程度）
所 老人福祉センター大ホール
料 無料
他 予約不要。玄関前駐車場には駐車しないでください。
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