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新型コロナワクチン接種についてのお知らせ（11月26日現在）
問  長与町新型コロナワクチン予防接種コールセンター　☎801-5667　FAX801-5666
　  平日9時～17時（土日祝除く）

3回目の接種について

1・2回目の接種について

接種費用

無  料
（全額公費）

接種ができる医療機関は下記のとおりです。12月は予約ができる医療機関が非常に少なくなっており、かつ、
ワクチンの取扱い上、予約できる日時が限られています。1月以降、3回目接種に伴い、接種できる医療機関が
増加する予定です。ご都合がつかない場合は、接種をしばらくお待ちください。

接種を受ける方 医療機関名 住所 予防接種を行う曜日・時間等 電話番号
概ね 18歳以上 女の都病院 高田郷 849-18 問合せ件数により接種日を設定 847-8383
12 歳～ 19歳 ひろた小児科 高田郷 47 金曜日 17時半～ 18時半 855-1113

接種開始時期 接種対象者
12 月～ 医療従事者
1月中旬～ 75歳以上高齢者
2月中旬～ 65歳以上高齢者
2月下旬以降 高齢者施設等で従事されている方
4月～ 高齢者以外で基礎疾患を有する方
4月以降 18歳以上 64歳以下の方

2回目接種を終了した方のうち、概ね8か月以上経過した18歳以上の方を対象に、1回の追加接種を行います。対象となる
方には、接種時期の当月に町より接種券を発送いたします。3回目接種の予約は、接種券が届くまでお待ちください。

2回目接種を令和3年3月～4月に受けた方へは、12月中旬
までに接種券を発送します。

２回目接種時に長与町外にお住まいであった方
3回目の接種を受けるためには、町に申請が必要です。申請
方法については、町ホームページをご確認ください。

秋の叙勲

秋の叙勲の受章者が決まり、長与町からは一人が受章されました。誠におめでとうございます。
永年のご労苦に対し、心から敬意を表しますとともに、今後なお一層のご活躍とご健勝をお祈りいたします。

町内医療機関予約状況▲

　この度の瑞宝双光章の受章は、微力ながらも消防人としての35年間の取組みに対す
るものと、大変よろこんでおります。消防は、火災、救急そして災害対応など住民の生命
と密着に関係しており、〝住民の安全安心のために″という思いで取り組んできました。
　特に印象深かったのは、長崎大水害です。身近に起こった大災害で、被災地の惨状、犠
牲者の多さ、活動の困難さなどは強烈な印象として残りました。後年、鹿児島県で行わ
れた救急消防援助隊の九州ブロック合同訓練では、長崎県隊の隊長として、その経験を
踏まえながら活動したことを記憶しています。
　今後も防火防災を意識しつつ、地域の安全安心のために、ささやかながらでも役に立
てればと思っています。

瑞宝双光章受章にあたって　～これまでの歩み～

菅原　哲さん（南陽台）70歳
元長崎市消防正監
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令和３年度食品衛生月間における食中毒予防啓発ポスター入賞おめでとうございます！

自動車文庫「ほほえみ号」のデザインをリニューアルしました！

多年にわたり、長与町環境サポーター連絡協議会の部
会長として、自治会、コミュニティ、小中学校やその他団
体へのごみと資源化物の分別説明会の実施、イベントな
どにおける分別活動および啓発活動を行い、環境美化や
環境保全活動の推進に貢献された生前の功績により、故・
吉村榮子さんが長崎県環境保全功労者表彰を受けられま
した。
表彰式では、小岩麻衣子さんが代理として表彰を受け
られました。

10月１日付で、長与町教育委員会委員の仁田 千都子
さん（吉無田郷）が再任されました。仁田さんには４年の
任期で、引き続き長与町の教育行政のためにご意見を頂
きます。

長崎県西彼保健所と西彼食品衛生協会が主催する、長与町、
時津町および西海市の小学６年生を対象に募集した食中毒予
防啓発のためのポスターの受賞者が令和３年10月１日に決定
しました。多数の応募の中から、長与町教育長賞に長与南小学
校の田中心絃さん、西彼保健所長賞に長与北小学校の境もも子
さんが表彰され、入賞作品は長崎県西彼保健所と長与町役場で
展示しました。

森の中でミックンが動物や子どもたちとほほえみながら、読書をしているデザインです。また、車両下部には、長与
のみかんをイメージしたオレンジ色のラインが描かれています。約1,500冊の本を積んで巡回していますので、ご利
用ください！

故・吉村榮子さんに長崎県環境保全功労者表彰 教育委員会委員の任命

12月7日㊋、11日㊏、
21日㊋、25日㊏

※ 運行時間・場所は、図書館ホームページ
をご確認ください。

12月の
巡回日
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税に関する作文　-優秀作品-

※写真撮影時のみマスクをはずしています

11月９日、今回は町からの申し入れで、県立大学シーボ
ルト校国際社会学部国際社会学科から「シーボルト食堂
（P13参照）」を運営されている河又貴洋准教授、同校クッ
クベジサークルを代表して杉優奈さん、ながよ光彩会
「かがやき」から貞松徹副理事長、みんなのまなび場「み館」
から中山聡子館長にお越しいただき、座談会形式で行いま
した。
和やかな雰囲気のなか、それぞれの分野・立場から、貴重
な意見をいただきました。
詳しい内容は、来年３月発行予定の町勢要覧に掲載予定
です。

このたび、２地区の民生委員児童委員が選任されました。
今後、地域住民の良き相談相手として、また地域と行政機関をつなぐパイプ役として活動されることになります。

また、鶴巻 秀昭 さん（ニュータウン東区）が退任されま
した。長い間、民生委員・児童委員としてご尽力いただきあ
りがとうございました。

春野　伸幸　さん（ニュータウン東区）　
一瀬　新一　さん（定林地区）

税について正しい理解と関心を深めることを目的として募集した作文の中から、次の方々が優秀作品に選ばれま
した。

●長崎税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞
　平部 結子（高田中３年）　　　　　　　　「税と教育」

●長与町長賞
　稲田 瑞姫（長与中３年）　「税は全てに繋がっている」
　小田 朱香（長与第二中３年）　　「税金に支えられた」
　竹内 摩子（高田中３年）　　　　　「税金と海外移住」

●長与町教育長賞
　中原 海紀（長与中３年）　「もしも税金がなかったら」
　木本 美幸（長与第二中３年）　　　　　「身近な税金」
　執行 奈緒（高田中３年）　　　　　　　「身近な税金」

●長崎税務署管内税務運営協議会会長賞
　濱邊 ほの（長崎北陽台高校１年）
　　　　　　　　　　　　　　　「生活を支える税金」

●長与町長賞
　稲吉 萌（長崎北陽台高校１年）
　　　　　　　　　　　　　「ふるさと納税について」

●長与町教育長賞
　綾部 史華（長崎北陽台高校１年）　

中学生の部 高校生の部

第30回　吉田町長のほっとミーティング　～学び・食・つながりから考える幸せについて～

民生委員児童委員が選任されました

問  秘書広報課　☎801-5780申・
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長崎県知事選挙の投票立会人を募集します

日　　時

応募資格

主な仕事

募集人員

立会場所

期日前投票及び投票日投票における投票立会人日程調査票

●期日前投票　令和４年２月４日㊎～２月19日㊏　
　　　　　　　８時30分～20時（集合時間は８時15分）

●投　票　日　令和４年２月20日㊐７時～20時
　　　　　　　（集合時間は６時45分）

町内在住の有権者の方
（選挙時に選挙人名簿に登録されている方）

・投票所の開閉に立ち会います。
・ 最初の投票をする際に、投票箱が空であることの確
認に立ち会います。
・投票が公正かつ適正に行われているか立ち会います。
・投票時間終了後、投票箱の封鎖に立ち会います。

●投 票 当 日　各投票所３人（延べ27人）　
●期日前投票所　各日２人

●投票日当日　各投票所
●期日前投票　役場１階町民ホール

応募方法

報酬など

注意事項

応募締切

はがき、FAX、メールで、①住所、②氏名、③生年月日
（年齢）、④電話番号、⑤所属する政党（所属する政党が
なければ無所属と記入）、⑥立会希望日（複数日希望
可）を記入のうえご応募ください。
※応募者多数の場合は、抽選のうえ、結果を通知します。
※下記の希望調査票もご利用できます。

 投票日当日  10,900円　 期日前投票  9,600円
※所得税を差し引いた額を支給します
※昼食は選挙管理委員会で準備します。
※ 個人番号カードまたは個人番号通知カードの写しを提出して
いただきます。該当する方には、後日お知らせします。

投票立会人は、ひとたび承諾して立会人になった以上
は、その公益代表としての責務上、病気その他やむを
得ない事故など正当な理由がある場合を除き、辞職す
ることはできないことになっており、また、正当な理
由がなく職務を怠ったときは罰則の適用があります。

12月28日㊋必着

令和４年２月４日から２月19日まで
8時30分～20時

※ご都合の良い日に○を付けてください。（複数日に記入可）

期日前投票
2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11
金 土 日 月 火 水 木 金

期日前投票
2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19
土 日 月 火 水 木 金 土

投票日
2/20
日

令和４年２月20日㊐7時～20時

長与町役場  １階町民ホール
ご自分の投票区の投票所

期日前投票 投票日当日

長崎県知事選挙

令和３年12月28日㊋

選挙に対する関心を高めるとともに、投票が公正に行われることを目的として、投票立会人を募集します。

問  長与町選挙管理委員会　〒851-2185　長与町嬉里郷659番地1
　  ☎883-1111　FAX883-1464　　  somu@nagayo.jp

申・

切り取り切り取り

申込期限

期間

場所

期間
場所
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長崎県のＮＰО・ボランティアに関する情報が集まるサイトです。簡単なユーザー登録（無料）で自分たちの活動や
ボランティア募集情報を発信することができ、他のＮＰОの検索、長崎県からのお知らせや助成金に関する情報も数
多く掲載しています。
※ユーザー登録は団体のみとなります。
　個人の方は「新着情報受け取りサービス」にご登録ください。

●ボランティア情報
●セミナー・イベント情報
●助成金・支援情報
●協働に関する情報
●ＮＰО法人認証手続き
●ボラんぽネット登録ユーザー検索
●長崎県のＮＰО法人検索
●県内支援窓口一覧　　　　　　　など

役立つ情報が盛りだくさん

第17回　NCCふるさとCM大賞
作品募集!!

長崎のふるさと紹介、地域の紹介（観光、歴史、自然、物
産、人物など）を表現したもの
 作品秒数  30秒
 作品企画  ビデオやデジカメで撮影し、音声、文字
　　　　　スーパー、BGMなどを編集したもの

詳しくはこちら

過去のCM
大賞作品を
動画で配信中！

無料
令和４年１月７日㊎ 必着

問  NCC長崎文化放送「ふるさとＣＭ大賞」事務局　
〒852-8527 長崎市茂里町３番２号　　
☎843-7000（平日10時～ 17時30分）
FAX 843-8433

申・

内

料
〆

ながさきボラんぽネットのご紹介 問  長崎県県民生活環境課　☎895-2314

ながさきボラんぽネット　で検索！

令和４年３月末をもって、自治会における年に２回の
粗大ごみの拠点回収（無料）を廃止します。
令和４年４月からは、「戸別有料収集」と「個人でのク
リーンパーク長与への持ち込み」のみとなります。皆さ
まのご理解とご協力をお願いします。

● 何のためにするの？
① リデュース、リユース、リサイクルを促し、ごみの排
出量の抑制につなげることで、ごみを処理するこ
とによる環境への負荷が少なくなります。
② ごみを出す人（受益者本人）が直接費用を負担す
ることになり、ごみ処理の費用が公平に負担され
ます。
③戸別で収集することで、違反ごみがなくなります。
④ 集積場所を管理している自治会役員の負担が軽
減されます。

粗大ごみの出し方に関するお知らせ
問  住民環境課環境係　☎801-5824
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シーボルト校　研究紹介 Vol.11
長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校。
すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。

倉橋拓也　教授

暮らしに役立つ化学反応
－看護栄養学部 栄養健康学科－

https://sun.ac.jp/researchinfo/kurahashi
倉橋拓也　教授紹介ページ

▲

スーパーに行くと、カビ除去によく用いられる塩素系
漂白剤に加えて、衣類漂白用の酸素系漂白剤も販売さ
れています。これらはいずれも液体状ですが、掃除や洗
濯に大活躍の過炭酸ナトリウムや入れ歯洗浄剤に配合
されている過硫酸ナトリウムなど、粉末状の漂白剤もあ
ります。
実際のところ、これら漂白剤成分の中で最も強力な

ものはどれなのか、疑問に思われたことはないでしょ
うか？化学的には汚れを模した分子と反応させて速度
を比較することで、漂白剤の力比べをすることができ
ます（図１）。青色の色素分子を使って実際に調べてみ
ると、意外なことにカビ落としの塩素系漂白剤よりも
入れ歯洗浄剤の過硫酸ナトリウムが強力な漂白作用を
持っていることがわかりました。

有機化学研究室では、生活の中の疑問や不満を出発
点にして、「こんなものがあればいいな」を実現する研
究を進めています。強い漂白力を求めるのであれば、オ
ゾンが最も優れていることがわかっています。しかもオ
ゾン（O³）は空気中の酸素（O²）から容易に作り出すこ
とが可能で、しばらく放置すると分解して元の空気に戻
るので環境中に残留して悪さをすることもありません。
しかしオゾンはガス状であることに加えて水にもほ
とんど溶解しないので、取り扱い困難な物質だと思わ
れています。私たちは、オゾンの欠点を克服して、空気
中を漂う悪臭や大気汚染物質、地球温暖化の原因とな
るメタンガスの分解除去に活用する研究を進めていま
す。この目的のために、外気とオゾンを水中で混合して
バブルを微細化することのできる装置を独自に製作し
ました（図２）。ファインバブルにすると比較的に長く水
の中にガスを保持することができるので、その時間を
使って化学反応を完結させることができると期待され
ます。

図１　漂白剤の力比べ
図２　空気をファインバブルで洗浄　

（白濁は微細なオゾンの泡が浮遊している状態）


