
消費者
注意報

パソコン画面の「ウィルス感染」
ニセ警告表示に騙されないで‼

長崎県消費生活センター ☎824-0999　長与町消費生活相談窓口 ☎883-1111問

困ったときは
長与町役場相談窓口又は
長崎県消費生活センターへ
ご相談ください。

・警告文が出ても焦らず
に無視する。

・画面に表示された番
号には電話しない。

・プラウザを強制的に閉
じる。

《アドバイス》　　  パソコンでインターネット閲覧中に突然「ウィルスが感染しまし
　　 た。」などと警告画面を表示して不安をあおり、偽のサポートセン
ターに電話させ、ウィルス感染解消やパソコン修復名目で電子マネー
を購入させ、利用権を�し取る「サポート詐欺」の被害が増えています。
被害者が架空のサポートセンターに電話すると実際にはウィルスに
感染していないのに
・パソコン修理費用として電子マネーを
  購入し番号を教えてほしい
・ウィルス対策ソフトを入れないと
  パソコンは回復しない
などと言われ、問題解決の手数料として
電子マネーでの支払いを要求されます。

高島礼子トークショー付き特別上映会
「祈り～幻に長崎を想う刻～」

問  生涯学習課　☎801-5682　 FAX883-7151　
　  〒851-2185　嬉里郷659番地１　
時  ８月27日㊏午前の部 10時開演  午後の部 14時開演　
所   町民文化ホール
料  全席指定　一般1,000円　高校生以下無料
　  ※未就学児入場不可　
他  ７月29日㊎より絶賛販売中
　  チケット販売場所
　  役場２階生涯学習課：平日８時45分～17時30分
　  町民文化ホール：火曜～日曜　９時～17時　
　  詳細は町ホームページでご確認ください。
　   予定販売数に達した

際は販売終了（完売）
となりますので、予め
ご了承ください。

料理の苦手な男性向け料理教室の体験者募集！

原爆展

問  健康保険課健康増進係　☎801-5820
時  ９月５日㊊10時～13時　
所   ふれあいセンター１階調理室・和室
対   町内在住の男性
内   調理実習（ミンチステーキ）および長与町健康づくり

推進員協議会※活動の体験
　  ※男性のみで活動している町のボランティア団体
定  5人（先着順）　
料  500円
申   電話で申込み
〆  ８月29日㊊　　　
他  持参品 エプロン、三角巾、手拭など 
　  主催 長与町健康づくり推進員協議会

　核兵器が長崎・広島にもたらした被害の様子や平和の
大切さを伝えるため、原爆展を開催します。
　原爆の熱線や爆風による被害の様子の写真・絵など、
被爆の実相を今に伝えるものとなっています。ぜひ、ご来
場ください。
時  ８月５日㊎～15日㊊
所   役場１階町民ホール

インフォメーション information
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どんな手続きをしたらいいの？年金
だより 日本年金機構長崎北年金事務所 ☎861-1354　  役場健康保険課年金係 ☎801-5821

日本年金機構長崎南年金事務所 ☎825-8701
問

その時々の届出を忘れると将来年金がもらえない場合もありますので、手続きは必ず行いましょう。
【加入について】

こんなとき 手続き 必要なもの
会社を退職したとき
（厚生年金の喪失）

国民年金加入
（被扶養配偶者も同様）

種別変更

資格喪失または
任意加入

国民年金加入

年金手帳または基礎年金番号通知書
離職票など退職日が確認できるもの

年金手帳または基礎年金番号通知書
資格喪失証明書

年金手帳または基礎年金番号通知書
預金通帳・通帳届出印 ※
年金手帳または基礎年金番号通知書
パスポート

第２号被保険者（会社員・公務員）
の配偶者扶養からはずれた

海外から帰国した

海外に居住する

※任意加入しない場合、または任意加入する方で国内協力者が納付書でお支払いする場合は、預金通帳・通帳届出印は不要です。

マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます。
対象手続き  ①国民年金 第１号被保険者加入の届出【厚生年金からの変更等（※任意加入は除く）】
　　　　　  ②国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
　　　　　  ③国民年金保険料 学生納付特例の申請

電子申請にはマイナポータルの「利用者登録」が必要です。
詳しくは、日本年金機構ホームページか、お電話（年金加入者ダイヤル）でご確認下さい。
【ホームページ】　日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/
【年金加入者ダイヤル】0570-003-004 または 03-6630-2525（ 050ではじまる電話でおかけになる場合 ）
　　　　　　　　　  〔受付時間〕月～金 8時30分～19時　　第2土曜日 9時30分～16時
　　　　　　　　　   ※祝日（第2土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

ふくし通信

令和４年度「障害者週間」の
作品を募集しています

　毎年12月３日から９日までは「障害者週間」です。この期間を中心に、障害
や障害のある人に対する関心や理解を深めるための様々な取組が全国各
地で実施されます。内閣府では、「障害者週間」の取組の一つとして、都道府
県・指定都市と共催して「心の輪を広げる体験作文」と「障害者週間のポス
ター」を募集しています。

長崎県福祉保健部障害福祉課　☎895-2451問

小学生以上対 〆

詳しくはお問合せください。他

募集期間  ７月１日㊎～９月５日㊊ 当日消印有効
応募先  〒850-8570　長崎市尾上町３番1号　長崎県福祉保健部障害福祉課
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5口
長冷工業㈲
シロアリの浦川商店
㈲長崎井上
広瀬酒本舗

４口
㈱イワナガ
Koti hair works
㈲寿司乃まき ほっと
もっと 県立大学シー
ボルト校前店
あじさいタクシー

３口
㈲台湾亭
中川鮮魚店
大同印刷㈲

６口
龍虎堂薬局　　　　　　　　
㈱スマイルハウス
出口工業㈱　　　　　　　　
平木工業㈱
長与町文化協会

２口
中華飯店　ながさこ
㈱アグリューム
マルキパン
㈱田尻自動車
㈱波多野農機
㈲津野田ゴム加工所
㈲長崎パイプクリーニング
松田ＡＰ
長崎ハウス設備
㈱ルヴァン
㈱麺也オールウェイズ

生活協同組合ララコープ
㈲長与タクシー
㈲溝上製材所
㈱オートサービスマツシタ
たちばな信用金庫長与支店
㈱チョープロ
さぬきうどん大平
㈱井石
立花美容室
岩永木材㈲
ヒラノモーターサービス

酒のパワーズ
㈲タガワ工房
㈱ばば商会
カットハウスユウキ
㈲オランダ屋企画 フラワーギャラ
リーオランダヤ
㈱カワグチ
長与町コミュニティ地区連絡協議会
長与町自治会長会
大村湾漁協協同組合
長与町社会福祉協議会

１口
エーワン洋菓子店
㈱柘植材木店
㈱ロゼハウス長与店
憩い処　りらく
サカモト電設
㈱ラッキーモーターサービス
そろばんのうれり教室
シューズ　ファミリー
古賀食産㈱長崎支店
カサ電機
星野管工設備㈱
長崎基準寝具㈲
ＭＡＹＵＭＩＹＡ
グルペットデザインワークス
岩永ホルモン
ヘアーブティック　みやび
金子ハイツ
筑紫菱光㈱
丸松金物店

美容室アダージョ
内装仕上屋　周
長与ガラス店
やきとり伸助　時津店
Ｍｏｎｋｅｙ・Ｐａｎｄａ
山口　三男
長田組
㈲サン・レインボー
お好み焼き＋BAR 51ｔ
広島お好み焼き　銀次朗
ローソン長与高田郷店
ローソン長与高田南店
Ｄｅｉｃｙ＆Ｃｏ
スナック来里異夢
尾崎商会
カードリーム
松林住宅㈱
㈱ＭＡＲＵＩＣＨＩ
リンガーハット長崎長与店

いち笑
時宝堂
ニューサンクリーニング
㈱長与石油
グッピーサウンド
美容室アトリエＡＩ
長崎三菱信用組合滑石支店
eyelash salon Ｋｕｋｋａ
長崎温泉　喜道庵
福田商店
ふくろう庵長与店
やきとり公民館
山村商店
テクニカルサポートステップ
西岡屋
長与町交通指導員会
長与町スポーツ協会
長与町青少年育成連絡協議会
長与町老人クラブ連合会
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　現在、長崎県内で新型コロナウイルス感染症が急速に広まっていることを
受け、感染拡大防止の観点から今年度の「第42回長与川まつり」につきまして
は、開催中止の決定をいたしました。

問���長与川まつり実行委員会事務局（役場産業振興課内）
　  ☎ 801-5836

花火大会協賛御芳名（順不同）

今年は花火大会のみの
開催だよ！

露店はないから
注意してね！

10口
ファミリーマート
（長与店・長与嬉里郷店・長与三根店・長与駅

前店・長与女の都店・長与道の尾店）

㈱長与管工設備工業所
㈲ラインサービス
㈲森満工業
㈱別所組

７口
㈱トータルビューティー絆

20口
㈱岩崎食品
㈱ＳＫシステム
長与町職員一同

第42回長与川まつり中止のお知らせ

※荒天時の場合
22日月に延期

8
21日

20時30分

～

21時
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講座名 講師名 対象者 日時 定員 受講料

スペイン語初級講座
～旅行で役立つ便利
なフレーズも覚えま

しょう～
滝澤　晶子

スペイン語を初めて学習する方向けの
講座です。読み書きなど全くできなくて
も大丈夫です。

９月２日㊎～
毎週金曜日

19時～20時30分
（全12回）

15人 7,200円

韓国語初級講座 郷野　博 ハングルが少しでも読み書きできる方
９月６日㊋～
毎週火曜日

19時30分～21時
（全16回）

15人 9,600円

英会話初級講座 吉田　千夏
日本人講師のもと、文法など日常会話
に必要な英語を学びます。
（※平日昼間のため１８歳以上を対象
とします（高校生不可））

９月７日㊌～
毎週水曜日

10時～11時30分
（全12回）

※午前中の開講です

15人 7,200円

はじめてのスマートフォン講座

対  ・町内在住の18歳以上の方
　  ・スマートフォンを体験してみたい方、または、いまいち使いこなせていない方
定  原則10人（応募者多数の場合、抽選。応募者全員に結果を通知。）
料  無料
申   講座開催月、希望コース（A～D）、氏名、年齢、住所、電話番号、受講経験の有無を記入のうえ、生涯学習課へ提出し

てください。（生涯学習課窓口、郵送、FAX、メール可）
　  ※複数のコースへの申込み可
他  スマートフォンはこちらで準備（スマートフォンの持込可）
　「 LINEの基礎知識」については、ご自身のスマートフォンにLINEアプリをインストールし、初期設定を完了したうえで、

ご参加いただきます。

開催月 コース 日時 講座内容 場所 締切

9月

A 28日㊌10時～12時 LINEの基礎知識
北部地区多目的
研修集会施設

1階研修室

9月2日㊎
必着

B 28日㊌13時～15時 スマホを使ってみよう
C 29日㊍10時～12時 アプリを使ってみよう
D 29日㊍13時～15時 スマホカメラを楽しもう

10月

A 26日㊌10時～12時 アプリを使ってみよう

高田地区公民館
１階談話室

10月7日㊎
必着

B 26日㊌13時～15時 LINEの基礎知識
C 27日㊍10時～12時 地図で探してみよう
D 27日㊍13時～15時 スマホカメラを楽しもう

※５月～令和５年３月までの全 44 回（毎月の広報で２月分ずつ募集）

問  生涯学習課　〒 851-2185　嬉里郷 659 番地１　☎801-5682　 FAX883-7151　oubo.kyoiku@nagayo.jp

長与町国際交流協会主催　令和４年度語学講座受講生募集

問 町国際交流協会事務局（政策企画課内）　☎801-5661　kikaku@nagayo.jp　
所   長与町公民館
料  受講料、テキスト代（実費）、年会費（一般 1,000円　高校生以下 500円）
　   ※途中退会した場合返金なし
申    ホームページ、メール、電話にて申込み（応募者多数の場合抽選。協会会員、町民優先）
〆  ８月17日㊌
他  新型コロナウイルス感染症の状況によっては、初回開講日の延期や回数の減少などの対応を取る場合があります。
　   １回目のみ体験受講ができます。お申込みの際に必ず事務局へお伝えください。

インフォメーション information
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問  政策企画課　☎801-5661
長与町結婚相談会
　結婚に関する不安や悩みの相談をはじめ、お見合いシステムの登録やプロフィール作成アド
バイス、町・県の婚活事業の情報提供などを行います。ご本人はもちろんご両親からのご相談
も受付けています。お気軽にご相談ください。
時  ８月19日㊎、９月28日㊌　11時から17時　
  　※町のホームページまたはお電話で事前の予約をお願いします。
所   イオンタウン長与

長崎県の結婚支援 
　長崎県では、お見合いシステムに登録した会員同士をデータマッチングによりお引合わせをする１対１のお見合い事業
を実施しています。10月31日㊊まで、登録料半額キャンペーンを実施中です。この機会に登録しませんか？
【登録料】2年間（通常価格）10,000円　→（キャンペーン価格）5,000円
【入会方法】
　①長崎県婚活サポートセンターホームページから入会申込み、来所予約
　②登録料入金後、必要書類を持って、長与町役場または長崎県婚活サポートセンターへ
【長与町での登録可能日】　
　月曜日～金曜日8時45分～17時（土日・祝日・12月29日～１月３日除く）

インフォメーション information

問・申   生涯学習課　☎801-5682　 FAX 883-7151　oubo.kyoiku@nagayo.jp
〒851-2185　嬉里郷659-1　

陶芸の館「はじめての陶芸」（秋期）受講生募集

長与町婚活情報

時  ９月７日㊌、14日㊌、21日㊌、10月５日㊌
　  ９時30分～11時30分（全４回）
対   ４回すべてに参加できる初心者の方
内   講座名 はじめての陶芸（秋期）
　  うつわなどを作りましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定   10名（応募多数の場合、町内在住者かつ陶芸の館利
用経験の無い方を優先後、抽選。全員に郵送で結果
通知。）

料  2,400円（実費）

申    生涯学習課窓口にある受講申込用紙、または官製は
がき・FAX・メールのいずれかで申込み。

　    その際、「陶芸教室」「住所」「氏名」「性別」「電話
番号（携帯も）」「陶芸の館の利用経験の有無」「自
家用車使用の有無」を記入すること。

〆  ８月24日㊌必着
他  講師名 柿本　静子（現代美術作家・陶芸の館講師）
　　　　   林田　耕三（大瀬戸町『ごん窯

がま

』）
　    準備品 エプロン（汚れても良い服装）
　　　　    古タオル1枚（寄付願います）
　　　　   マスク（要着用）
　※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の為、日

程の延期、または開催中止の措置を取る場合があ
ります。あらかじめご了承ください。

春期講座時の作品

長与町では、20歳～44歳までの町民の方を対象に「お見合いシステム」登録料全額補助を行っています。
詳しくは町ホームページまたは政策企画課までお問合せください。

町結婚相談会
申込ページ

長崎県婚活
サポートセンター

ホームページ
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講座名 講師名 対象者 日時 定員 受講料

スペイン語初級講座
～旅行で役立つ便利
なフレーズも覚えま

しょう～
滝澤　晶子

スペイン語を初めて学習する方向けの
講座です。読み書きなど全くできなくて
も大丈夫です。

９月２日㊎～
毎週金曜日

19時～20時30分
（全12回）

15人 7,200円

韓国語初級講座 郷野　博 ハングルが少しでも読み書きできる方
９月６日㊋～
毎週火曜日

19時30分～21時
（全16回）

15人 9,600円

英会話初級講座 吉田　千夏
日本人講師のもと、文法など日常会話
に必要な英語を学びます。
（※平日昼間のため１８歳以上を対象
とします（高校生不可））

９月７日㊌～
毎週水曜日

10時～11時30分
（全12回）

※午前中の開講です

15人 7,200円

はじめてのスマートフォン講座

対  ・町内在住の18歳以上の方
　  ・スマートフォンを体験してみたい方、または、いまいち使いこなせていない方
定  原則10人（応募者多数の場合、抽選。応募者全員に結果を通知。）
料  無料
申   講座開催月、希望コース（A～D）、氏名、年齢、住所、電話番号、受講経験の有無を記入のうえ、生涯学習課へ提出し

てください。（生涯学習課窓口、郵送、FAX、メール可）
　  ※複数のコースへの申込み可
他  スマートフォンはこちらで準備（スマートフォンの持込可）
　「 LINEの基礎知識」については、ご自身のスマートフォンにLINEアプリをインストールし、初期設定を完了したうえで、

ご参加いただきます。

開催月 コース 日時 講座内容 場所 締切

9月

A 28日㊌10時～12時 LINEの基礎知識
北部地区多目的
研修集会施設

1階研修室

9月2日㊎
必着

B 28日㊌13時～15時 スマホを使ってみよう
C 29日㊍10時～12時 アプリを使ってみよう
D 29日㊍13時～15時 スマホカメラを楽しもう

10月

A 26日㊌10時～12時 アプリを使ってみよう

高田地区公民館
１階談話室

10月7日㊎
必着

B 26日㊌13時～15時 LINEの基礎知識
C 27日㊍10時～12時 地図で探してみよう
D 27日㊍13時～15時 スマホカメラを楽しもう

※５月～令和５年３月までの全 44 回（毎月の広報で２月分ずつ募集）

問  生涯学習課　〒 851-2185　嬉里郷 659 番地１　☎801-5682　 FAX883-7151　oubo.kyoiku@nagayo.jp

長与町国際交流協会主催　令和４年度語学講座受講生募集

問 町国際交流協会事務局（政策企画課内）　☎801-5661　kikaku@nagayo.jp　
所   長与町公民館
料  受講料、テキスト代（実費）、年会費（一般 1,000円　高校生以下 500円）
　   ※途中退会した場合返金なし
申    ホームページ、メール、電話にて申込み（応募者多数の場合抽選。協会会員、町民優先）
〆  ８月17日㊌
他  新型コロナウイルス感染症の状況によっては、初回開講日の延期や回数の減少などの対応を取る場合があります。
　   １回目のみ体験受講ができます。お申込みの際に必ず事務局へお伝えください。

インフォメーション information
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問  政策企画課　☎801-5661
長与町結婚相談会
　結婚に関する不安や悩みの相談をはじめ、お見合いシステムの登録やプロフィール作成アド
バイス、町・県の婚活事業の情報提供などを行います。ご本人はもちろんご両親からのご相談
も受付けています。お気軽にご相談ください。
時  ８月19日㊎、９月28日㊌　11時から17時　
  　※町のホームページまたはお電話で事前の予約をお願いします。
所   イオンタウン長与

長崎県の結婚支援 
　長崎県では、お見合いシステムに登録した会員同士をデータマッチングによりお引合わせをする１対１のお見合い事業
を実施しています。10月31日㊊まで、登録料半額キャンペーンを実施中です。この機会に登録しませんか？
【登録料】2年間（通常価格）10,000円　→（キャンペーン価格）5,000円
【入会方法】
　①長崎県婚活サポートセンターホームページから入会申込み、来所予約
　②登録料入金後、必要書類を持って、長与町役場または長崎県婚活サポートセンターへ
【長与町での登録可能日】　
　月曜日～金曜日8時45分～17時（土日・祝日・12月29日～１月３日除く）

インフォメーション information

問・申   生涯学習課　☎801-5682　 FAX 883-7151　oubo.kyoiku@nagayo.jp
〒851-2185　嬉里郷659-1　

陶芸の館「はじめての陶芸」（秋期）受講生募集

長与町婚活情報

時  ９月７日㊌、14日㊌、21日㊌、10月５日㊌
　  ９時30分～11時30分（全４回）
対   ４回すべてに参加できる初心者の方
内   講座名 はじめての陶芸（秋期）
　  うつわなどを作りましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定   10名（応募多数の場合、町内在住者かつ陶芸の館利
用経験の無い方を優先後、抽選。全員に郵送で結果
通知。）

料  2,400円（実費）

申    生涯学習課窓口にある受講申込用紙、または官製は
がき・FAX・メールのいずれかで申込み。

　    その際、「陶芸教室」「住所」「氏名」「性別」「電話
番号（携帯も）」「陶芸の館の利用経験の有無」「自
家用車使用の有無」を記入すること。

〆  ８月24日㊌必着
他  講師名 柿本　静子（現代美術作家・陶芸の館講師）
　　　　   林田　耕三（大瀬戸町『ごん窯

がま

』）
　    準備品 エプロン（汚れても良い服装）
　　　　    古タオル1枚（寄付願います）
　　　　   マスク（要着用）
　※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の為、日

程の延期、または開催中止の措置を取る場合があ
ります。あらかじめご了承ください。

春期講座時の作品

長与町では、20歳～44歳までの町民の方を対象に「お見合いシステム」登録料全額補助を行っています。
詳しくは町ホームページまたは政策企画課までお問合せください。

町結婚相談会
申込ページ

長崎県婚活
サポートセンター

ホームページ
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Let`s enjoy sportsLet`s enjoy sports

ラグビー  　　　
②長与

陸上  　　　
男子
1年　　100ｍ　　①渡邊 武琉（高田）
2年　　100ｍ　　②山口 快将（長与）
　　　1500ｍ　　①木戸 海秀（長与第二）
4×100ｍリレー　　①中野・仲松・瀬川・山口（長与）
3年　　100ｍ　　②布村 涼（長与第二）
　　　1500ｍ　　②渡辺 璃来（長与）
共通　  200ｍ　　②松尾 享悟（長与第二）
　　　  400ｍ　　②松尾 享悟（長与第二）
　　　  800ｍ　　②渡辺 璃来（長与）
　　　3000ｍ　　①木戸 海秀（長与第二）
低学年　
100ｍハードル　　②宮﨑 晃人（長与）

女子　
1年　　100ｍ　　①鍬取 想奈（長与第二）
4×100ｍリレー　　②伊藤・山口・畑口・田端（長与）
2年　　100ｍ　　②山口 未来（長与第二）
　　　  800ｍ　　①吉田 梨愛（長与第二）
3年　　100ｍ　　①吉永 羽優（高田）
　　　  800ｍ　　②小坂 双羽（長与第二）
共通　  200ｍ　　②山口 未来（長与第二）
　　　1500ｍ　　①吉田 梨愛（長与第二）
　　　　　　　　  ②原口 夏寧（長与）
100ｍハードル　　①戸田 唯菜（長与第二）
　　　　　　　　  ②小池 実桜（高田）
4×100ｍリレー　　①戸田・山口・西口・鍬取（長与第二）
　　　　　　　　  ②元村・吉永・内海・小池（高田）
砲丸投　　　　　  ②元村 玲花（高田）
低学年　
80ｍハードル 　　①鍬取 想奈（長与第二）②内海 薫（高田）

水泳  　　　
男子　
総合　 ①長与
自由形
1年　　 50ｍ　　①林 航大（長与）
　　　　50ｍ　　①吉田怜巧（長与）②田中 楓輝（長与）
　　　  100ｍ　　①小浦 諒太郎（長与）②田中 楓輝（長与）
　　　  200ｍ　　①白根 舜大（長与）＊大会新　②諸岡 孝祐(長与）
　　　  400ｍ　　①白根 舜大（長与）＊大会新
平泳ぎ
　　　  100ｍ　　①石川 充希（長与）②岩下 陽斗（長与）
　　　  200ｍ　　①岩下 陽斗（長与）②石川 充希（長与）
背泳ぎ
　　　  100ｍ　　②小浦 諒太郎（長与）
　　　  200ｍ　　②宮崎 奏多（長与） 
個人メドレー
　　　  200ｍ　　①吉田 怜巧（長与）
メドレーリレー
　　　  400ｍ　　①白根・石川・吉田・田中（長与）
フリーリレー
　　　  400ｍ　　①白根・岩下・吉田・田中（長与）

女子　
総合　 ①長与　    ②長与第二
自由形
1年　　 50ｍ　　①松尾 芽衣（長与第二）
　　　　50ｍ　　①林田 よつば（長与第二）②久保 ちひろ（高田）
　　　  100ｍ　　①久保 ちひろ（高田）②熊野　真子（長与）
　　　  200ｍ　　①酒井 楓香（高田）
　　　  400ｍ　　①酒井 楓香（高田）
背泳ぎ
　　　  100ｍ　　①近藤 瑠奈（長与）②酒井 葵（長与第二）
　　　  200ｍ　　①酒井 葵（長与第二）
バタフライ
　　　  100ｍ　　①原口 夏寧（長与）②下田 陽香（長与）
個人メドレー
　　　  200ｍ　　①林田 よつば（長与第二）②原口 夏寧（長与）
メドレーリレー
　　　  400ｍ　　①近藤・原口・下田・原田（長与）
フリーリレー
　　　  400ｍ　　①近藤・熊野・原田・下田（長与）

　令和４年度西彼杵郡中学校総合体育大会（6/12ラグビー、体操、6/14陸上、6/18水泳、新体操）の結果は次のと
おりです。＊長与町関係のみ、２位まで

頑張りました　長与の中学生！西彼杵郡中総体【ラグビー・体操・陸上・水泳・新体操】

中学生のみなさん、最後まで、
本当によくがんばりました！
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Let`s enjoy sportsLet`s enjoy sportsインフォメーション information

未経験者大歓迎！「マガキ養殖漁業」体験者募集 年配者向けスマートフォン学習教室

問 大村湾漁業協同組合（担当：山田）☎882-2415
　   　海の恵み「マガキ」の養殖は、11月頃からおおよそ

１年かけて育て、翌年12月に収穫します。地元マガキ
養殖漁業者の協力のもと体験者を募集します。１人
30kg以上の収穫予定です。

　   　マガキ養殖に興味がある方や定年後に漁師になり
たい方など、お気軽にご参加ください。

対  町内在住の20歳以上の方
定  先着８人
料  15,000円税込（資材などは準備します）
〆  ９月23日㊎

問 長崎県立大学　企画広報課企画グループ
　  kikaku-g@sun.ac.jp
　  ☎095-813-5735
時  １日目　９月20日㊋13時～15時
　  ２日目　９月22日㊍13時～15時
　  ※両日ともにご参加いただく講座です。
所   長崎県立大学シーボルト校　西棟１階Ｗ102教室
対  町内在住の方
内   ＜１日目＞
　  　①座学パート（10分）
　  　②スマホの操作方法（40分）
　  　　　―休憩―（10分）
　  　③スマホで備える防災（40分）
　  　④個別質問パート（20分）
　  ＜２日目＞
　  　①前回の復習（15分）
　  　②LINE使い方（45分）
　  　　　―休憩―（10分）
　  　③カメラの使い方（15分）
　  　④個別質問パート（35分）
定  20人
料  無料
申   QRコードから申込み ▼
〆  ９月19日㊊12時
他   参加者のスマートフォンはご用意します。お車でお越

しの方は大学駐車場をご利用いただけます。

ノルディックウォークinながよ

長与町子ども会　子ども体験フェス～寄席にいってみよう～

視覚障害者のための点訳ボランティア養成講座

問 特別養護老人ホームかがやき　☎894-5555
時  ９時45分～12時（９時30分～受付）
対  初   初心者対象：ウォーキング教室＆ショートコース
　  経 経験者対象：ロングコース
定  20人　料  無料
他   希望者にはポールを無料で貸出します。雨天時の開催

については、お問合せください。

問 子ども会育成会連絡協議会事務局（生涯学習課内）
　  ☎801-5682　nagayo.chokoren@nagayo.jp
時  ９月24日㊏　14時～15時（予定）
所   町民文化ホール
対  町内在住の児童とその保護者
内   小学生を対象とした寄席
　  太神楽やマジック、落語を楽しめます。
他   詳細については、後日小学校を通じて配布するチラシ

をご覧ください。

問 県視覚障害者情報センター　☎846‐9021
　 （火曜・祝日を除く9時～17時）
　  nagasaki.joho.center@gmail.com
時  ９月２日㊎～11月11日㊎毎週金曜日
　  13時～16時（全10回）
所   県視覚障害者情報センター（長崎市橋口町10－22）
内   初回に簡単な説明を行います。
定  10人程度（先着順）
料  無料
申   電話またはメールで申込み
〆  定員になり次第締切
他   新型コロナウイルス感染症対策のため、日程が変

更になる場合があります。
　「音訳ボランティア養成講座」は10月を予定。

開催日時 対象者・集合場所

８月 18 日㊍ 経 特別養護老人ホームかがやき

９月６ 日㊋ 初   長与シーサイドパーク駐車場
　（特産品直売所まんてん横）

９月 15 日㊍ 経 潮井崎公園
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