
10 月１日からアカウントを開設しています。長与町の魅力を写真や
動画で発信していきますので、「フォロー」「いいね」で応援してください！

このページで使用している写真は「秋の町民総歩き」「春のプラスウォーク」のフォトグランプリ応募作品です。
長与町公式 Instagram に投稿している写真ではありません。

＠nagayo_off icial
長与町（長崎県西彼杵郡長与町）

　長与町公式アカウントでは、ハッシュタグ「#ながよらいふ」をつけて、

長与の写真を投稿していきます。

　ぜひ、皆さまも「#ながよらいふ」をつけて町の写真を投稿してください。※

ハッシュタグをつけて投稿された写真は町の公式アカウントで紹介される

かも？！一緒に長与町の魅力を発信していきましょう♪

※「#ながよらいふ」をつけて投稿する場合は、
必ず利用規約をご確認ください。

利用規約などは
こちらから

長与町公式 Instagramを

 開設しました！

「#ながよらいふ」をつけて
　　　長与町の写真を投稿しよう！

問 秘書広報課　☎801-5780

長与町アカウント

長与のお気に入り
の景色、楽しいイベント、
素敵なお店、お気に入り
のお散歩コースなど
たくさん投稿してくだ

さいね♪

2

6

特集
・町公式Instagram
を開設しました！
・令和２年度
決算報告

9 Nagayoの情報通

18 地域POWER

19 長与よかとこめぐり

20 子育てガイド子育てランド

23 くらしの情報

28 インフォメーション
（各種イベント・講座情報）

30 スポーツ広場

31 図書館だより

32 健康テラス

33 カレンダー

34 緊急連絡先相談窓口

C O N T E N T S

nagasaki
e-books

2021年 10月号　No.787　2021年 10月号　No.787　広 報  広 報  な が よな が よ22

特集

10
October
No.787

広 報

広報ながよは、
以下のコンテンツから

ご覧いただけます



10 月１日からアカウントを開設しています。長与町の魅力を写真や
動画で発信していきますので、「フォロー」「いいね」で応援してください！

このページで使用している写真は「秋の町民総歩き」「春のプラスウォーク」のフォトグランプリ応募作品です。
長与町公式 Instagram に投稿している写真ではありません。

＠nagayo_off icial
長与町（長崎県西彼杵郡長与町）

　長与町公式アカウントでは、ハッシュタグ「#ながよらいふ」をつけて、

長与の写真を投稿していきます。

　ぜひ、皆さまも「#ながよらいふ」をつけて町の写真を投稿してください。※

ハッシュタグをつけて投稿された写真は町の公式アカウントで紹介される

かも？！一緒に長与町の魅力を発信していきましょう♪

※「#ながよらいふ」をつけて投稿する場合は、
必ず利用規約をご確認ください。

利用規約などは
こちらから

長与町公式 Instagramを

 開設しました！

「#ながよらいふ」をつけて
　　　長与町の写真を投稿しよう！

問 秘書広報課　☎801-5780

長与町アカウント

長与のお気に入り
の景色、楽しいイベント、
素敵なお店、お気に入り
のお散歩コースなど
たくさん投稿してくだ

さいね♪
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▲フォトコンテストについて

ART Walking
インスタグラム

みんなのまなびば
み館
ホームぺージ

Twitterアカウント
ナガヨ　ミックン

YouTubeアカウント
長与町

LINE公式アカウント
ナガヨ　ミックン

Facebookアカウント
ナガヨ　ミックン

Area Research Trail

参加方法

「ひと」を通した、まちの魅力探検

アートカレンダーコース

応募期間：11月１日月～ 30日火

その１ おべんとうコースその2

Instagram 開設記念として、ウォーキングイベントの参加者を対象に、フォトコンテスト
を開催します！

最優秀賞・優秀賞には豪華景品をプレゼント！入選しなくても、応募者の中から抽選で
景品があたるラッキーチャンス賞もあります。ぜひ皆さま参加してくださいね！

１月には応募された作品を使った写真展を開催予定です。詳しくはホームぺージをご覧
ください。

詳しくは ART Walking インスタグラム、みんなの
まなびば み館ホームぺージ、および町ホームぺージ
で随時お知らせします。ぜひチェックしてください。

50年近く子どもたちを見守り続ける駄菓子屋のおばあちゃん、ゆるやかな空気に癒される
タルト屋さん、熱いハートを持ったお肉屋さん。

ART Walking in NAGAYO は、そんな魅力あふれる地元のひとたちとのふれあいも楽し
みのひとつ。この秋、ファーストステップを踏み出してまちの魅力を探しに出かけませんか？

行政情報や緊急情報、募集情報などを
投稿しています。

今年度、長与町の自然、歴史、文化などの情報をビジュアル的に分かり
やすくまとめた冊子「町勢要覧」を新しく作成します。表紙には「幸せな
家族」をイメージさせる写真を掲載したいと考えています。そこで、表紙の
モデルになっていただけるご家族を募集します！

町内在住の３歳未満のお子さまがいるご家族

・撮影日時などは、後日採用者へ連絡します。
・採用されても、撮影日時などの条件が合わなければ採用を取り消す

場合があります。
・報酬などはありません。
・撮影は町の委託業者が行います。
・営業目的の宣伝・広告活動、政治・宗教活動などの目的での応募は

できません。

①長与町公式Instagramをフォローする。
②ご家族で写った写真に応募用ハッシュタグ「#ハピネスタウンながよ」

を付けて投稿する。
※写真は令和３年４月以降に撮影したものに限ります。投稿写真の

キャプションに撮影日と撮影場所を明記してください。

10月27日㊌

採用された方には、ダイレクトメッセージ（DM）でご連絡します。

・撮影した写真の著作権は長与町に帰属することとします。
・この募集において取得した個人情報は、本目的以外には使用しません。
・本町勢要覧は2022年3月に発行予定です。完成した冊子は町内外

に配布するほか町ホームページにもデータを掲載します。

秋のウォーキング
イベント

「ART  Walking 」
に参加

in
ART Walking

Step.1
Instagramを

インストールして、
アカウントを作成

※非公開アカウントの
場合、参加できません
のでご注意ください。

Step.2
イベント参加中に
見つけた長与の

“絵になる”写真を
撮影

Step.3
キャプションに
・応募用ハッシュタグ
「#長与のARTフォト」
・撮影場所
・コメント
を入力して投稿

Step.4

「町勢要覧」表紙モデル募集！！

登録はこちら
50周年記念動画や、離乳食の作り方
動画などをアップしています。 登録はこちら

行政情報や緊急情報、募集情報などを投稿
しています。受信設定をして自分の欲しい
情報だけを通知で受け取ることができます。

登録はこちら
長 与 町の魅力あふれる景 色や、特 産 品、
イベントなどの情報を写真や動画を中心に
投稿します。

登録はこちら

問 秘書広報課　☎801-5780

問 （主催・事務局）みんなのまなびば　み館　 ☎865-7755
　 嬉里郷 592-1（受付：10 時～ 17 時）

町 内 12か 所 の お 店 で カ ード を 集 め て
2022 年のカレンダーを完成させよう！全部集
めると ki:iro 特製卓上カレンダーホルダーを
プレゼント & 子どもからお年寄りまで楽しめ
る「ユニバーサル縁日ゲーム」（週末・祝日
開催）にも参加できます。
時 11 月１日㊊～ 30 日㊋
料 無料 申 不要

町民の胃袋を支える、町内4か所のおいしいお店の自慢
の一品を、お弁当箱に詰めてもらいながら歩きます。おべ
んとうの仕上げは、万歩計の歩数に応じた量のごはん。ふ
るさと長与を満喫できる、秋の行楽弁当の完成です。
時 11月６日㊏、13日㊏、20日㊏、27日㊏ 10時30分～
定 各日30人限定 料 無料
申 み館ホームページから申込み

他 万歩計は無料貸し出し
〆 各日 3 日前まで（※定員に達し次第終了しますので、お早

めにお申込みください。）

長与町公式SNSをご紹介します長与町公式SNSをご紹介します

▲町勢要覧　表紙イメージ

詳しくはこちらへ

対　　象

応募条件

申込方法

申込締切

採用通知

そ の 他

家族で表紙を飾ってみませんか？

アート ウォーキング
ART Walking in NAGAYO

長与の“ART”フォトコンテスト長与の“ART”フォトコンテスト

リサーチ トレイルエリア
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▲フォトコンテストについて

ART Walking
インスタグラム

みんなのまなびば
み館
ホームぺージ

Twitterアカウント
ナガヨ　ミックン

YouTubeアカウント
長与町

LINE公式アカウント
ナガヨ　ミックン

Facebookアカウント
ナガヨ　ミックン

Area Research Trail

参加方法

「ひと」を通した、まちの魅力探検

アートカレンダーコース

応募期間：11月１日月～ 30日火

その１ おべんとうコースその2

Instagram 開設記念として、ウォーキングイベントの参加者を対象に、フォトコンテスト
を開催します！

最優秀賞・優秀賞には豪華景品をプレゼント！入選しなくても、応募者の中から抽選で
景品があたるラッキーチャンス賞もあります。ぜひ皆さま参加してくださいね！

１月には応募された作品を使った写真展を開催予定です。詳しくはホームぺージをご覧
ください。

詳しくは ART Walking インスタグラム、みんなの
まなびば み館ホームぺージ、および町ホームぺージ
で随時お知らせします。ぜひチェックしてください。

50年近く子どもたちを見守り続ける駄菓子屋のおばあちゃん、ゆるやかな空気に癒される
タルト屋さん、熱いハートを持ったお肉屋さん。

ART Walking in NAGAYO は、そんな魅力あふれる地元のひとたちとのふれあいも楽し
みのひとつ。この秋、ファーストステップを踏み出してまちの魅力を探しに出かけませんか？

行政情報や緊急情報、募集情報などを
投稿しています。

今年度、長与町の自然、歴史、文化などの情報をビジュアル的に分かり
やすくまとめた冊子「町勢要覧」を新しく作成します。表紙には「幸せな
家族」をイメージさせる写真を掲載したいと考えています。そこで、表紙の
モデルになっていただけるご家族を募集します！

町内在住の３歳未満のお子さまがいるご家族

・撮影日時などは、後日採用者へ連絡します。
・採用されても、撮影日時などの条件が合わなければ採用を取り消す

場合があります。
・報酬などはありません。
・撮影は町の委託業者が行います。
・営業目的の宣伝・広告活動、政治・宗教活動などの目的での応募は

できません。

①長与町公式Instagramをフォローする。
②ご家族で写った写真に応募用ハッシュタグ「#ハピネスタウンながよ」

を付けて投稿する。
※写真は令和３年４月以降に撮影したものに限ります。投稿写真の

キャプションに撮影日と撮影場所を明記してください。

10月27日㊌

採用された方には、ダイレクトメッセージ（DM）でご連絡します。

・撮影した写真の著作権は長与町に帰属することとします。
・この募集において取得した個人情報は、本目的以外には使用しません。
・本町勢要覧は2022年3月に発行予定です。完成した冊子は町内外

に配布するほか町ホームページにもデータを掲載します。

秋のウォーキング
イベント

「ART  Walking 」
に参加

in
ART Walking

Step.1
Instagramを

インストールして、
アカウントを作成

※非公開アカウントの
場合、参加できません
のでご注意ください。

Step.2
イベント参加中に
見つけた長与の

“絵になる”写真を
撮影

Step.3
キャプションに
・応募用ハッシュタグ
「#長与のARTフォト」
・撮影場所
・コメント
を入力して投稿

Step.4

「町勢要覧」表紙モデル募集！！

登録はこちら
50周年記念動画や、離乳食の作り方
動画などをアップしています。 登録はこちら

行政情報や緊急情報、募集情報などを投稿
しています。受信設定をして自分の欲しい
情報だけを通知で受け取ることができます。

登録はこちら
長 与 町の魅力あふれる景 色や、特 産 品、
イベントなどの情報を写真や動画を中心に
投稿します。

登録はこちら

問 秘書広報課　☎801-5780

問 （主催・事務局）みんなのまなびば　み館　 ☎865-7755
　 嬉里郷 592-1（受付：10 時～ 17 時）

町 内 12か 所 の お 店 で カ ード を 集 め て
2022 年のカレンダーを完成させよう！全部集
めると ki:iro 特製卓上カレンダーホルダーを
プレゼント & 子どもからお年寄りまで楽しめ
る「ユニバーサル縁日ゲーム」（週末・祝日
開催）にも参加できます。
時 11 月１日㊊～ 30 日㊋
料 無料 申 不要

町民の胃袋を支える、町内4か所のおいしいお店の自慢
の一品を、お弁当箱に詰めてもらいながら歩きます。おべ
んとうの仕上げは、万歩計の歩数に応じた量のごはん。ふ
るさと長与を満喫できる、秋の行楽弁当の完成です。
時 11月６日㊏、13日㊏、20日㊏、27日㊏ 10時30分～
定 各日30人限定 料 無料
申 み館ホームページから申込み

他 万歩計は無料貸し出し
〆 各日 3 日前まで（※定員に達し次第終了しますので、お早

めにお申込みください。）

長与町公式SNSをご紹介します長与町公式SNSをご紹介します

▲町勢要覧　表紙イメージ

詳しくはこちらへ

対　　象

応募条件

申込方法

申込締切

採用通知

そ の 他

家族で表紙を飾ってみませんか？

アート ウォーキング
ART Walking in NAGAYO

長与の“ART”フォトコンテスト長与の“ART”フォトコンテスト

リサーチ トレイルエリア
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