問 各課へ

☎883-1111（代表）

問 税務課

☎801-5786

納期限までにお近くの金融機関またはコンビ
ニエンスストアで納めてください。
（口座振替の方は7月31日㊋に引き落とされま
すので、残高をご確認ください）
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問 総務課行政係

☎801-5781

「ヒバクシャ国際署名」
とは、
ヒロシマ・ナガサキ
の被爆者がすみやかな核兵器廃絶を願い、核兵
器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを求める署名
運動です。集められた署名は、核兵器禁止条約が
議論されている国連総会に毎年届けられます。本
町もこの訴えに賛同し、署名簿を設置いたします
ので、町民の皆さまのご協力をお願いします。
時 7月2日㊊〜8月15日㊌
所 役場1階町民ホール
長崎新聞金婚夫婦表彰

問 長崎新聞社事業部 ☎844-5261
（平日10時〜18時）

長崎新聞社では、結婚50年目を迎えられる、県内の
金婚ご夫婦を表彰します。対象夫婦のお名前を新聞で
紹介し、表彰式にご招待します。応募は、長与町役場
などで配布のチラシに必要事項を記入して郵送、また
は長崎新聞ホームページでお申し込みください。
時 表彰式 9月から長崎・佐世保・諫早の3市で順次開催
対 1968（昭和43）年1月1日〜12月31日に結婚された夫婦
〆 7月31日㊋（消印有効）

平成30年夏の交通安全県民運動
7月11日㊌〜20日㊎
「ぶつかるよ ながら運転 じこのもと」
重点項目
①高齢者と子どもの交通事故防止
②飲酒運転の根絶
③後部座席を含めた全ての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正しい着用の徹底
特別広報
・脇見・ぼんやり運転の防止
・「手のひら」で横断の意志表示

北方領土に関する
標語・キャッチコピー募集

問 独立行政法人北方領土問題対策協会
平成30年度北方領土に関する標語・キャッチ
コピー募集係 ☎03-5405-2064
申 応募作品（ひらがなで作品の読み方も記載）
、

郵便番号、住所、氏名（ふりがな）
、年齢、
性別、電話番号、職業、この募集を何で知っ
たかを明記し、はがき、封書、FAX、メー
ルまたは公募情報専門ウェブサイトで応募。
詳しくは協会ホームページをご覧ください。
〆 9月30日㊐消印有効

募集

長崎県統計グラフコンクール作品募集

申・問
長崎県統計協会 ☎824-1111（内線2222）

日常生活の出来事をテーマとした統計グラフ
の作品を募集します。優秀な作品は、全国コン
クールへ出展されます。皆さまの創意工夫され
た作品をお待ちしています。
内 応募区分 小学生以上の県民の方
〆 9月10日㊊必着

子育てランド

子育てランド

7月31日㊋は固定資産税・都市計画税
第2期の納期限です

「ヒバクシャ国際署名」にご協力ください

募集

図書館だより

図書館だより

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

毎年恒例のプレミアム付き商品券
「ながよ得とく
商品券」
を今年も販売します！利用者アンケートに
答えると、抽選で50人に素敵な商品が当たります！
時 7月15日㊐9時〜14時 ※なくなり次第終了
所 町老人福祉センター大ホール（長与交番横）
料 発行券1冊11,000円分を10,000円で販売
他 販売数 2,000セット（1人3セットまで）
※町内外在住不問

（9時30分〜受付）
① 時 8月7日㊋9時45分〜12時
所 集合場所 特別養護老人ホームかがやき
内 ロングコース（経験者対象）
② 時 8月23日㊍9時45分〜12時
（9時30分〜受付）
所 集合場所 特別養護老人ホームかがやき
内 ウォーキング教室＆ショートコース
（初心者対象）
定 各回20人 料 無料
他 希望者にはポールを無料貸出しいたします。
気温などにより、プログラムの内容を変更す
る可能性があります。また、雨天時の開催有
無に関しては、お問い合わせください。

健康テラス

健康テラス

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

☎883-2145
83-2145

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。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/）
の応募フォームから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
※このイベントは、海と日本 PROJECT の一環
で実施しています。

申・問
特別養護老人ホームかがやき
☎894-5555

長与再発見

長与再発見

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 8月7日㊋13時〜16時
所 上長与地区公民館

問 西そのぎ商工会長与支所

問 大村湾 ZEKKEI ライド2018実行委員会
☎824-2400 *zekkeiride2018@jtb.com

ノルディックウォーク in ながよ

スポーツ広場

スポーツ広場

☎801-5781

ながよ得とく商品券（プレミアム商品券）
券）
販売のお知らせ

大村湾 ZEKKEI ライド2018
ボランティア募集

くらしの情報

くらしの情報

問 総務課行政係

住民環境課窓口にて、マイナンバーカード交付
申請手続きのお手伝いを始めました。 申請のた
めに必要な写真を無料で撮影し、オンライン申請
の補助を行います。 申請の手続きには時間がか
かりますので、余裕を持ってお越しください。
必要なもの
●本人確認書類
運転免許証、パスポート、住基カード、障害者手
帳など公的な機関が発行した顔写真付きの身
分証明書から1点、または保険証、年金手帳、
原爆手帳、学生証、社員証、通帳などから2点
●個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行
申請書（通知カード下部）※申請書がない方
は窓口で準備します。

募集

長与
よかとこめぐり

長与
よかとこめぐり

人権相談・行政困りごとなんでも相談

☎801-5825

役場の
お仕事紹介

役場の
お仕事紹介

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 7月14日㊏・28日㊏、8月25日㊏
9時〜12時30分
※8月11日㊏は祝日（山の日）のため開庁しま
せん。ご注意ください。
※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。

問 住民環境課住民係

地域
POWER！

地域
POWER！

役場の一部窓口を
第2・第4土曜日に開庁しています

マイナンバーカード申請手続き補助サービス開始

Nagayoの
情報通

Nagayoの
情報通

く ら し

今年のサマージャンボ宝くじは
1等・前後賞合わせて7億円
サマージャンボミニ同時発売
この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよ
いまちづくりに使われます。宝くじは、県内で
購入しましょう。
発売期間 7月9日㊊〜8月3日㊎
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