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P4 第４回
長与シーサイドマルシェ開催！

P6 公共施設等の料金を
「平成29年４月から」改定します



①新成人による司会進行（左から多田伸也さ
ん、金井日香さん）②成人証書及び記念品授
与（小川莉乃さん）③二十歳のことば（波多春
夏さん）④交通安全宣誓（竹下明李さん）⑤謝
辞（脇川大誠さん）⑥アルコールパッチテストで
お酒が飲める体質か診断⑦受付も新成人で

⑥ ⑦⑤④

③②①

新成人の皆さん
おめでとう
ございます！
 ― 長与町成人式 ―

　平成29年長与町成人式が１月８日、町民文化ホールで開かれました。
町内では、男性289人、女性305人の合計594人（平成８年４月２日～平成９
年４月１日生）が晴れて大人の仲間入りを果たしました。
　式典で吉田町長は「社会では信頼できる人間関係が重要です。人と人の
絆に思いを馳せて、人に寄り添う思いやりを大きく育ててください」とお祝
いの言葉を贈りました。
　これに対し、波多春夏さんが「笑顔で元気に、何事にも感謝し一日一日を
後悔しないよう全力で生きることをモットーに、責任と自覚を持ち、互いに高
め合いながら生きていきたいと思います」と『二十歳のことば』を述べまし
た。最後に、脇川大誠さんが「人生の大きな節目を迎え、改めて多くの出会
いに感謝しています。自らの人生を切り開くとともに、これからの長与町を
築き上げていく決意を胸に刻み進んで参ります」と謝辞を述べました。
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　新春恒例の長与町消防出初式が1月9日、町
民文化ホールで行われ、町消防団員290人を
はじめ大勢の関係者が参加しました。
　式典では、吉田町長が平成28年熊本地震や
新潟県糸魚川市大規模火災などの被災者の
方々に哀悼の意を表し、「町民の皆さまの安全
安心の為の防災機能の強化に努めて参ります」
と式辞を述べました。
　また、消防活動に功績があった消防団員のべ
91人に対する表彰が行われました。
　最後に、吉川廣美消防団長が「多様化する自
然災害に幅広く対応できるよう消防技術を研
鑽し、更なる向上に努めて参ります」と答辞を述
べました。
　式典終了後、文化ホール前で、各分団の機械
器具の点検が行われ、ラッパ隊を先頭に役場ま
での市中行進、図書館前での分列・車輌行進が
行われました。
　長与川沿いで行われた放水演習では、各分
団の消防車が一斉に放水。長与町の安全を誓
いました。
　最後に長崎北消防署長が万歳三唱を行い、
盛会裡に終了しました。
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雑貨に食、さらに癒し体験までできちゃう
欲張りなマルシェ！
各お店からの商品が当たる抽選会や、ミニ
動物園までお楽しみが盛りだくさん！
今年も同時開催のヘルシーウォーキング
から参加してマルシェを満喫しよう！

お買物をして空くじなしの抽
選会に参加しよう！1店舗500
円以上で1つスタンプがもら
えるよ。出店店舗の商品やオ
リジナル缶バッジなどが当た
ります！

ミックンファミリーの名前の
基となったみかん8種類を
セットで販売！
一度に味わえるチャンスは
マルシェだけ！

あの「長崎バイオパーク」から
ふわふわのアルパカやかわ
いいうさぎなど動物たちが
やってくるよ。
かわいい動物たちとふれあっ
てみよう!!

今年もやります！直売所まん
てんの大盤振る舞い！手作り
の美味しいぜんざいであな
たの心まで温めます♥

ミックンやはっさくじぃちゃん
とお友達になろう！

環境コーナーでクイズに答え
て非売品のリサイクルトイ
レットペーパー
「ふわぁっチ！」を
ゲットしよう！

第38回ながよヘルシーウォーキング大会が
今年も同時開催されます！大村湾を一望できる
長与シーサイドストリートをみんなで歩こう！

■問 健康保険課健康増進係　☎801-5820

【主催】長与町
【共催】長与町健康づくり推進員協議会
　　　健康ながよ21推進専門委員会
　　　長与町食生活改善推進員協議会

①長与シーサイドストリートコース（7km）
②ファミリーコース（3.5km）

ゴールではウォーキング参加者用の
ぜんざいとマルシェ抽選会スタンプが
1個もらえます！

参加費無料

集合場所  町民体育館前広場（小雨決行）
受　　付  ９時～　開 会 式  ９時35分～
スタート  10時～（所要時間：約２時間）

①
②コースの種類
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第4回  長与シーサイドマルシェ開催！

10時～
15時

※荒天中止の場合は町内放送、長与シーサイドマルシェFacebookでお知らせします。

※特産品直売所まんてん横広場（長崎バス「中和田」バス停そば）

小雨
決行

■問 長与シーサイドマルシェ実行委員会
　（役場産業振興課内）
　☎883-1111（内線274）

■■問長与シーサイドマルシェ実行委員会
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詳しくは、町ホームページを
ご覧ください。

情
報
通

施設名 施設詳細 1時間につき

長与中学校
フロア

全面 270円
半面 160円

卓球場 100円
ステージ 80円

長与第二中学校
フロア

全面 270円
半面 160円

ステージ 80円

高田中学校

フロア
全面 270円
半面 160円

卓球場 100円
ステージ 80円

武道場
全面 160円
半面 80円

長与町民体育館
（施設使用料）

アリーナ 半面 370円
会議室 270円

ト レ ーニ ン グ
スペース

1面 50円
全面 210円

全館　　 1,180円
ふれあいセンター 体育館 100円

武道館
柔道場 160円
剣道場 160円

海洋スポーツ交流館 更衣室 100円
上長与体育館 フロア 100円

６．艇庫艇置使用料（町民）
施設名 施設詳細 1か月につき

海洋スポーツ
交流館艇庫

ペーロン舟 5,400円
ディンギー 2,160円
カヌー（30フィート未満） 2,700円
カヌー（30フィート以上） 5,400円

７．町営プール使用料（町民）
施設名 施設詳細 使用料

水泳プール

一般
1人/1回 540円
回数券11回分 5,400円

高校生
1人/1回 430円
回数券11回分 4,300円

小・中学生
1人/1回 210円
回数券11回分 2,100円

幼児
1人/1回 100円
回数券11回分 1,000円

８．運動場等使用料（町民）
施設名 施設詳細 1時間につき

長与小学校
全面 540円
半面 270円

高田小学校
全面 540円
半面 270円

洗切小学校
全面 1,080円
半面 540円

長与北小学校
全面 1,080円
半面 540円

長与南小学校
全面 1,080円
半面 540円

長与中学校
全面 1,080円
半面 540円

長与第二中学校
全面 1,080円
半面 540円

高田中学校
全面 540円
半面 270円

天満宮公園グラウンド 半面 540円

運動公園広場
トラック 1,080円
フィールド 1,080円

運動公園芝生広場 全面 540円
運動公園駐車場 半面 1,080円
ふれあい広場 半面 540円
野外ステージ 全面 540円
ふれあい駐車場 半面 810円
相撲広場 全面 540円
中尾城公園/エアロステージ 540円

９．テニスコート（壁打ちコート使用料：町民）
施設詳細 1時間につき

高校生まで
平日 100円
休日 160円

一般
平日 210円
休日 320円
照明 270円

10．シーサイドパーク施設使用料（町民）
施設詳細 1時間につき

フットサルコート 540円
イベント広場 1,080円
ミニイベント広場 540円
多目的広場（全面） 1,080円
多目的広場（半面） 540円

1か月に

幼
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T O P I C S  N E W S

　町所有の公民館・スポーツ施設などの使用料を、平成29年4月1日から改定いたします。
　公共施設の管理運営費は年々増加しており、その財源として使用料を充て、不足する分につきましては、町民皆様の
税金でまかなわれております。従来、施設使用料につきましては、町民の皆様は、免除としておりました。しかしながら、
施設を利用する人、利用されない人の間に、負担の不公平が生じることとなります。このことにより、皆様の不平等さ
を解消するため、施設を利用する方に「税負担の公平性の確保」の観点から、施設管理費の一部を負担していただくため、
使用料の改定を行います。
　なにとぞ、ご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。

公共施設等の料金を「平成29年４月から」改定します

1．会議室等の施設使用料（町民）

施　設　名 施設詳細
1時間 につき

9時～
17時30分

17時30分
～ 22時

長与町公民館
大ホール 370円 560円
上記以外 100円 160円

高田地区公民館
大ホール 370円 560円
上記以外 100円 160円

上長与地区
公民館 全室 100円 160円

多目的研修
集会施設

大ホール 370円 560円
上記以外 100円 160円

勤労青少年ホーム
全室 100円 160円働く婦人の家

ふれあいセンター

南交流センター

集会室小 370円 560円
集会室大 480円 720円
調理実習室 100円 240円
上記以外 100円 160円

2．その他の会議室（町民）
施設名 施設詳細 1時間につき

潮井崎交流館
展示ホール

100円
研修室

丸田荘 教養娯楽室 100円

施設名 施設詳細 1日につき

長与駅
コミュニティホール ホール 540円

3．陶芸の館の施設使用料（町民）
施設詳細 1人/1時間につき

部屋 100円
電動ろくろ 100円

4．浴場の施設使用料（町民）
施設名 施設詳細 使用料

丸田荘

小学生以下、
60歳以上及び
障害者

1人/1回 100円

回数券（11回分） 1,000円

中学生以上
1人/1回 200円
回数券（11回分） 2,000円

上長与地区
公民館憩の
場

小学生以下、
60歳以上及び
障害者

1人/1回 100円

回数券（11回分） 1,000円

中学生以上
1人/1回 200円
回数券（11回分） 2,000円

５．体育館等の施設使用料（町民）
施設名 施設詳細 1時間につき

長与小学校
フロア

全面 270円
半面 160円

卓球場 100円
ステージ 80円

高田小学校
フロア 全面 160円
ステージ 80円

洗切小学校
フロア

全面 270円
半面 160円

ステージ 80円

長与北小学校
フロア

全面 270円
半面 160円

ステージ 80円

長与南小学校
フロア

全面 270円
半面 160円

ステージ 80円

）

き
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原口　司さん（木場・大越・横平）、山口 千
年さん（上平）、古立 英明さん（下平）、川﨑 
健二さん（三根）、花田 淳司さん（ニュータウ
ン中央Ⅰ）、稲波 裕子さん（ニュータウン西Ⅰ)、
南條 公子さん（ニュータウン西Ⅱ)、吉村　淳
さん（池山東部）、森　修一さん（池山西部）、
濵野 圭司さん（井手本）、冨増 貴美子さん
（辻後）、平山　安久さん（南陽台南部）、木
原 ひろ子さん（南陽台北部）、小柳 真由美
さん（百合野第１団地・第２団地南部）、山下 
研也さん（東高田）、青田 政喜さん（皆前東
部）、毛屋 一德さん（嬉里中央南部）、下釜 
恵文さん（定林）、高橋 昇子さん（三彩西
部）、井手 敏和さん（舟津）、山下 金雄さん
（岡中央）、松本 美知子さん（主任児童委員
［長与第二中］）

　12月26日、セントヒル長崎において、「統計功績者表彰伝
達式及び統計グラフコンクール入賞者表彰式」が執り行われ
ました。長与町からは、古賀親子さん（写真左）、廣岡クミ
ヱさん（写真右）が総務大臣表彰を受賞されました。　
　お二人は平成27年国勢調査に調査員として従事され、永年、
統計調査員として正確な統計調査を進められたその功績が顕
著であったことが表彰されたものです。受賞おめでとうござ
います。

　12月27日、長崎市と長与町、長崎市と時津町の間で「連携
中枢都市圏形成に係る連携協約」が締結されました。「連携中
枢都市圏」は国によって制度化され、地方都市が近隣の市町村
と連携し、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口
を有し、活力ある社会経済を維持するための拠点を形成するこ
とを目的としています。今回締結された連携協約は、その取組
の基本的な方向性を示したものであり、各市町議会の議決を経
て締結されました。
　各市町が連携して推進する具体的取組などは、１市２町の代
表者からなる有識者会議を経て、今年度中に「連携中枢都市圏
ビジョン」として取りまとめられる予定です。
　今後、活力ある社会経済を維持するとともに、誰もが「住み
たい、住み続けたい、訪れたい」と思える魅力ある都市圏の形
成を目指します。

総務大臣表彰　平成27年国勢調査（調査員）
受賞おめでとうございます！

長崎市、長与町及び時津町において連携協約が
締結されました

平成28年11月末をもちまして、以下の
方 は々任期満了に伴い退任されました。
長い間のご尽力に感謝いたします。
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　長与町では、平成28年12月に行われた一斉改選を受け、現在58人の民生委員が活動しています。任期
は平成28年12月1日からの3年間です。ご自身の地区の民生委員がわからない場合など、民生委員に関す
るお問い合わせは、役場福祉課地域福祉係までご連絡ください。

長与町で活躍いただいている
民生委員をご紹介します！ 問 福祉課地域福祉係

☎801-5826

葉山　義文さん（木場・大越・横平）
松本　尚由さん（上平）
平田　輝義さん（下平）
伊藤　又藏さん（三根）
有馬　美穂さん（緑が丘）
鶴巻　秀昭さん（ニュータウン東Ⅰ）
平野　務津子さん（ニュータウン東Ⅱ）
小岩　貢さん（ニュータウン中央Ⅰ）
三浦　美樹子さん（ニュータウン中央Ⅱ）
中村　豊美さん（ニュータウン西Ⅰ）
山口　智佐子さん（ニュータウン西Ⅱ）
鶴田　輝男さん（池山東部）
瀧口　正人さん（池山西部）
八木　通正さん（サニータウン南部）
菅原　康夫さん（サニータウン北・東部）
一ノ瀬　和雄さん（まなび野東）
川﨑　多美子さん（まなび野西）
上嶌　カヲルさん（日当野・女の都台）
髙月　美恵子さん（内園）
谷川　吉晴さん（井手本）
福江　直子さん（辻後）
髙原　信幸さん（青葉台北部）
八田　賢一さん（青葉台南部）
伊藤　かおるさん（南陽台南部）
園田　睦子さん（南陽台北部）
樋口　隆則さん（道の尾南部）
有馬　シヅ子さん（道の尾北部）
馬場　ミチ子さん（高田越北部）
森　久則さん（高田越南部）

市川　惠子さん（百合野北部）
渕野　修身さん（百合野南部）
堤　繼治さん（百合野第2団地北部）
内山　裕司さん（東高田）
松田　尚子さん（下高田）
窪田　恵子さん（西高田西部）
下野　康文さん（西高田東部）
池田　悦子さん（フォーレツインキャッスル）
山本　美智惠さん（南田川内西部）
福島　春子さん（南田川内東部）
尾崎　福義さん（丸田谷）
上杉　文子さん（丸田アパート）
前田　弘子さん（皆前東部）
前田　ノリ子さん（皆前西部）
渡部　公介さん（嬉里中央南部）
木口　カズ子さん（嬉里中央西部）
松尾　勝秀さん（定林）
山川　洋一さん（嬉里谷）
森　茂毅さん（三彩西部）
平野　義久さん（三彩東部）
帯田　直康さん（上斉藤・毛屋白津）
竹松　庸一さん（舟津）
髙月　昭利さん（佐敷川内）
森　一久さん（前田川内、浜崎・岡岬）
辻　初義さん（岡中央）
松本　敏江さん（馬込一本松・塩床・川頭）
林田　薫さん（主任児童委員［長与第二中］）
古川　美千代さん（主任児童委員［高田中］）
開　明恵さん（主任児童委員［長与中］）

あなたの地域の民生委員をご紹介します。
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参加者
募集

　長崎県内には様々な機能性を持ち健康に良いとされる農作物から作られた食品がたくさんあります。
長崎県と長崎県立大学シーボルト校では、この機能性食品に着目し健康増進を進める取組を始めました。
健康に関心があり、機能性食品を科学的に評価する試験に参加していただく方を募集しています。

※既に平成27、28年に申込みいただいた方は、再度の申込みの必要はありません。　　

参加いただいた場合には、こんなメリットがあります。

機能性食品の評価とは

　20歳～69歳の方で機能性評価試験にご協力いただける方は、裏のハガキを切り取り、必要項目を
ご記入のうえ使用済みのハガキまたは厚紙に貼ってポストに投函くださるか、必要項目をメール
（chiken@sun.ac.jp）で送付ください。試験にあたっては、説明会（3月25日㊏と26日㊐を予定）
に参加いただき、同意をいただいたうえで、参加していただきます。また、登録された全ての方が
必ず試験に参加できるものではありません。
※過去に大きな病気や手術をした方、重篤な疾患のある方はご遠慮ください。

Ｑ：登録したら必ず試験に参加できますか？
Ａ： 評価試験では、登録者の中から試験の項目、年齢構成や健康状態などを考慮し、評価試験の参

加者を選定いたしますので、登録者が必ず試験に参加できるわけではありません。

Ｑ：評価する食品は安全ですか？
Ａ： 評価していただく食品は、動物試験などで安全性が確認されているだけでなく、既に一定の販

売実績があり人に対する安全性も確認されたものを対象としています。

Ｑ：参加しても途中で止めることはできますか？
Ａ： 評価試験に参加した後でも、参加された方の意思で自由に試験を止めることができます。

申込
方法

よくある
ご質問

試験で実施する
血液検査結果な
どを健康チェッ
クとして活用で
きます。
（試験参加者）

メリット

1
機能性を持つと考えられる
食品を無料で試飲・試食で
きます。
（試験参加者）

メリット

2
セミナー案内など
健康に関する情報が
提供されます。
（説明会参加者）

メリット

3

　企業などが開発した機能性があると考えられる食品※を一定期間飲食していただき、長
崎県立大学シーボルト校で身体測定、血液検査などを定期的に受けていただくものです。
試験の期間は、食品によって1日から3か月程度までさまざまですが、月に1回程度、土曜
日または日曜日に長崎県立大学シーボルト校に来ていただく必要があり、採血や面談など
に1～3時間程度かかります。試験で実施した検査結果は参加いただいた方に全てお返しするとともに、研究以外
には使用いたしません。また、評価試験にご協力いただいた方には謝礼をさせていただきます。
※食品は安全性が確認されているものを試験に用います。

る
な
ッ
で

長崎県産の
機能性食品の評価にご協力ください！
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交通事故に気をつけて元気に長生き！

長崎北陽台高校ラグビー部・弓道部
全国大会出場報告

百歳の長寿を祝って

　12月21日、高齢者のための交通安全のつどいが老人福
祉センター大ホールで開かれ、約150人が参加しました。
これは高齢者の交通事故をなくそうと、時津警察署、町の
主催で開催されたものです。はじめに、老人クラブ連合会
内田政信会長により交通安全宣言がなされ、模範運転者と
して、代表で同会の三井朝松氏が表彰されました。
　つどいの後半には、時津警察署による講話や交通安全腹
話術などが行われました。また、会場には体験ブースが設
置されました。体験ブースは多くの参加者に利用され、「日
頃の運転を見直す良い機会になった」との声がありました。

　1月16日、長崎北陽台高校ラグビー部と弓道部が役場を
訪れ、第96回全国高等学校ラグビーフットボール大会と、
第35回全国高等学校弓道選抜大会への出場報告を行いま
した。
　ラグビー部の岡﨑主将は、「2回戦敗退という悔しい結果
に終わってしまいましたが、全国でも好カードといわれて
いた1回戦を制することができたことは、自信に繋がりま
した。私たち3年生は引退しましたが、次の世代がベスト8
を超えることを期待しています」と話しました。また、弓
道部の太田副主将は、「大きな舞台を経験し、他校から多く
のものを学びました。次の高総体に向けて、部が一丸となっ
て高みを目指したい」と今後の意気込みを話しました。

　お誕生日に訪問し、「おめでとうございます。これからも元気
でお過ごしください」とお祝いの言葉と記念品をお贈りしました。
　若いころは地元の料理屋で働いておられたそうで、仕事柄近
所の人と親交も深かったそうです。長生きの秘訣は家系がもと
もと長寿の家系であることや、楽天的な性格であることではな
いかとおっしゃっていました。食べ物の好き嫌いはなく、なん
でも自分でやる性分だそうです。どうぞこれからも生き生きと
お元気でお過ごしください。

長与町高齢者交通安全のつどい

大正5年12月23日生まれ　中村 ワキ 様

10 Nagayo 2017.2
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申告の際はマイナンバーをお忘れなく
平成28年分の申告から、下記の1、2が必要です。

必要な番号確認及び本人確認書類については下記「番号確認書類・本人確認書類フローチャート」を参照ください。

・申告書の種類や申告会場によって確認方法が異なります。

申告書の種類 申告会場等 確認の仕方

確定申告書 長与町申告会場
（役場水道局3階）

番号確認書類及び本人確認書類の写しの添付
（写しを必ずご持参ください）

確定申告書 NBC別館
番号確認書類及び本人確認書類の提示または写し
の添付

町県民税申告書 税務課または
長与町申告会場

番号確認書類及び本人確認書類の提示または写し
の添付

確定申告書または町県民税申告書 郵送
番号確認書類及び本人確認書類の写しの添付
（写しを必ず同封してください）

※町県民税申告は、確定申告期間中（2月16日㊍～ 3月15日㊌）税務課窓口では受付できません。
　長与町申告会場（役場水道局3階）での受付となります。
・扶養親族がいる場合は、申告書へ扶養親族のマイナンバーの記載が必要になります。
　（扶養親族の本人確認書類は必要ありません）

問 税務課住民税係
　☎801-5785

提出するのはご本人の申告書ですか？ はい

はい
はい

はい

いいえいいえ

いいえ いいえ

必要書類
（番号確認、本人確認書類）
①マイナンバーカード
　（個人番号カード）

提出するのはご本人の申告
書ですか？

提出するのはご家族の申告
書ですか？

申告者ご本人（夫）はマイ
ナンバーカード（個人番号
カード）をお持ちですか？

必要書類
（番号確認、本人確認書類）
夫のマイナンバーカード
（個人番号カード）

必要書類
（番号確認書類）
②通知カード、住民票の写し
（マイナンバーの記載されたも
の）などのいずれか1つ

（本人確認書類）
③運転免許証、パスポート、身
体障害者手帳、健康保険証、後
期高齢者医療保険証、介護保険
の被保険者証、国民年金手帳な
どのいずれか1つ

必要書類
（代理権の確認書類）
委任状、税務代理権限証書など

（代理人の本人確認）
代理人の③に掲げる書類

（申告者本人の番号の確認書類）
①または②の番号確認書類

申告者ご本人（※）はマイナンバーカード（個人番号
カード）をお持ちですか？
（※）申告者ご本人とは、申告書の氏名欄の方です。

提出するのはご家族の申告書ですか？

例：夫の申告書を妻が提出に行く場合

プラス

プラス

プラス

い
い
え

は
い

は
い

番号確認書類・本人確認書類フローチャート

1

2

申告書へのマイナンバー記載
申告をする方や扶養親族の方などのマイナンバーの記載が必要です。

本人確認書類の提示 または 写しの添付
申告者ご本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

ご注意ください！

13

料金受取人払郵便

西彼杵局承認

差出有効期限
平成29年3月31日迄
（切手不要）

881

郵 便 は が き

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

8 5 1 2 1 9 0

（受取人）

長与町まなび野1-1-1
　長崎県立大学シーボルト校

機能性試験参加申込受付係  行

※申込みは何名でも結構です
フリガナ 性　別 年　齢

お 名 前 男・女

性　別 年　齢

男・女

フリガナ

お 名 前

ご 住 所

お電話番号

説　明　会
参加希望日

（　　　　　）

3月25日　　　　3月26日
（どちらかに○を付けてください）

－
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機能性食品の評価試験の流れ

〔お問い合わせ先〕
　長崎県立大学シーボルト校
　　看護栄養学部　栄養健康学科
　　　教授　田中　一成　　☎865-6315

機能性評価試験にご協力いただける方は、下記のハガキを切り取り、必要
項目をご記入のうえ使用済みのハガキまたは厚紙に貼ってポストに投函く
ださるか、必要項目をメール（chiken@sun.ac.jp）で送付ください。

申込まれた方に説明会のご案内をします。そこで評価試験について詳しく
ご説明し、同意の上で被験者として登録していただきます。その際、健康
状態を把握するため血液検査などを受けていただきます。

評価試験の参加の条件（健康状態など）から
参加候補者を選定します。

評価試験に関する説明会を行った後、機能性食品を計画に基づき
摂取いただき、定期的に血液検査などを受けていただきます。

評価試験が終了すると検査結果を
お渡しします。健康チェックにお役立てください。

❶  参加申込

❷  説 明 会

❸  選　　定

❹  評価試験

❺  試験終了

お気軽に
参加
ください

申込後の説明会について
申込みされた方へ、3月25日㊏・26日㊐に
シーボルト校で実施する説明会のご案内を
しますので、どちらかに出席ください。そ
こで評価試験について詳しくご説明し、取
組内容をご理解・同意いただいたうえで、
被験者として登録していただきます。その
際、健康状態を把握するため血液検査など
を受けていただきます。

説明会
説明開催日時：3月25日㊏・26日㊐　9時～ 12時
　　　　　　　 （25日㊏または26日㊐のどちらか

に出席ください）
場所：長崎県立大学シーボルト校
　　　（〒851-2190　長与町まなび野1-1-1）
同意いただいた方は下記の血液検査などを受けてい
ただきます。
検査項目：血液検査、身長、体重、BMI、血圧
※ 検査結果は評価試験の参加候補者選定の際に使わ
せていただきます。また、検査結果は、後ほどご
本人にお返ししますので、ご自分の健康チェック
にご活用ください。
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（注1）申告義務がない方でも所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。
（注2）申告義務がない方でも所得証明書や課税（非課税）証明書が必要な方は町県民税の申告が必要です。
（注3）国民健康保険に加入されている方は、町県民税の申告が必要です。

　毎年役場の申告会場は大変混雑します。国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」を利用すると、
自動計算で簡単に申告書を作成できますのでぜひご利用ください。作成した申告書は印刷し長崎税務署へ郵送
するか、長崎税務署窓口または役場申告会場へ直接持参してください。

　確定申告または町県民税の申告をされる方は、左のページの確定申告相談会場及び日程をご確認のうえ申告
をおこなってください。
※このフローチャートは一般的に解説したもので、条件によっては該当しない場合があります。

申 告 フ ロ ー チ ャ ー ト

平成29年1月1日現在、
長与町に
住所がありますか？

平成29年1月1日現在の
住所地で
申告してください。

平成28年1月1日～
12月31日の期間に
収入がありましたか？

長与町内にお住まいの
方の扶養親族の対象と
なっていますか？

確定申告及び町県民税の申告は必要
ありません。（注2）（注3）

・国民健康保険に加入されている方または、
　世帯に国民健康保険加入者がいる世帯主
　の方は、町県民税の申告が必要です。
・世帯に国民健康保険の加入者がいない
　場合は、申告は必要ありません。（注2）

収入は、給与または
年金のみですか？

給与・年金などの支払者
から「源泉徴収票」を
受け取りましたか？

年金収入の額が400万円以下で、
かつ年金に係る所得以外の所得が
20万円以下ですか？

源泉徴収票の内容に変更がありますか？
または、追加する控除がありますか？
（例）配偶者控除、扶養控除、
 医療費控除、生命保険料控除など

「源泉徴収票」を支払者に請求し、
確定申告または町県民税申告を
行ってください。

確定申告または町県民税の申告が必要です。 確定申告及び町県民税の申告は必要ありません。
（注1）

年金収入のある方

はい
はい

はい

はい

はい はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい いいえ

いいえ

いいえ いいえ

給与収入のみの方
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「確定申告」の時期が近づいてきました。

確定申告相談会場日程

所得税の確定申告と納税は正しくお早めに！

　所得税は、納税者自身が所得と税額などを計算し、正し
い申告と納税をする申告納税制度をとっています。所得金
額や税額を正しく計算し、申告と納税は期限内にお済ませ
ください。確定申告でご不明な点がありましたら、下記日
程で申告書の記載方法などのアドバイスを行っています。
申告に必要な書類をご準備のうえ、ご相談ください。

　なお、申告書をご自身で書かれた方は、直接税務署へ
郵送などの方法により提出してください。
※ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
から、申告書が簡単に作成できます。税額などが自動
計算されますので計算ミスがなくなります。ぜひご利
用ください。

公的年金等を受給されている方へ
　公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で
ある場合には、その年分の所得税の確定申告をする必要
はありません。ただし、上記に該当する場合でも所得税
の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要が
あります。

町県民税（住民税）の申告
　所得税の確定申告が必要ない方でも、年金の源泉徴収
票に記載されていない控除など（扶養控除・生命保険料
控除・障害者控除・寡婦（夫）控除など）があるときは、
町県民税の申告が必要な場合があります。該当する方は
町県民税の申告をしていただくようお願いします。
　なお、町県民税の申告は、役場3階税務課にて受付して
おります。2月16日㊍以降は確定申告と同じく長与町申
告会場（役場水道局3階）での受付となりますので、お間
違えのないようお願いいたします。

問 税務課住民税係
　☎801-5785

長与町申告会場（役場水道局3階）　　問 税務課住民税係　☎801-5785

NBC別館会場　　問 長崎税務署　☎822-4231

2月16日㊍～ 3月15日㊌（土・日除く）
（受付時間）9時～ 11時・13時～ 16時

◇上記期間中、町県民税及び国民健康保険税の申告相談も行います。
　（ 期間中の申告相談は税務課窓口では受付しておりません。相談窓口は長与町申告会場（役場水道局3階）と
なりますのでご注意ください）

◇期間中は大変混み合いますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

時 2月16日㊍～ 3月15日㊌9時～ 16時（土・日除く）
　※ただし休日受付として2月19日㊐及び2月26日㊐は申告相談を行います。
所 長崎市上町1番35号（桜町電停前）
◇上記の期間中、長崎税務署での申告相談は行っておりませんのでご注意ください。
◇会場には駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

土地や建物を売却した方の譲渡所得の申告相談日
2月21日㊋・22日㊌の2日間のみ

　上記2日間以外は、長与町申告会場（役場水道局3階）での受付はできません。NBC別館会場のみの受付と
なりますのでご注意ください。なお、株式・先物などの譲渡所得については、内容によりNBC別館会場を
ご案内させていただきます。
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交通事故発生状況
12月中 本年累計（対前年比）

件数 死者 傷者 件数 死者 傷者

長与町 8 0 8 137
（－30）

1
（+1）

171
（－31）

時津町 18 0 29 215
（－17）

4
（+1）

276
（－24）

県　下 583 4 801 5652
（－469）

41
（－4）

7409
（－393）

※交通事故相談　長崎県交通事故相談所　長崎市万才町4-12（日本生命ビル旧館1階）
　　　　　　　　☎824-1111　内線3776・3777　9時～ 16時（土日祝日は休み）

長与町ファミリーサポートセンターからのお知らせ
問 長与町ファミリーサポートセンター
　（長与町社会福祉協議会内）　担当：浦・小宮
　☎883-7760

　長与町ファミリーサポートセンターは保育サポーターが子育ての
お手伝いを行う住民参加、会員制で行う有償の新しい形のサービスです。

ママ（利用会員さん）の声。以下 利
利  「たまにはお友達とゆっくり食事を楽しみたいわ」
ファミリーサポートセンターの声。以下 ファ
ファ  「その気持ちわかるなぁ～」
利  「パン教室へ通って家族の為に美味しいパンをつくり

たいなぁ」
ファ  「いいぞ！いいぞ！」
利  「子育ての事を色々知りたいけど、どこに行って勉強

したらいいのかな」
ファ  「一緒に学びましょう！」
子どもさんの手が離れた方（協力会員さん）の声。
以下 協
協  「子育て中、周りに知り合いがいなくて困った事が

あったなぁ。子どもも大好きだし、困っているママ
たちがいるならお手伝いしてあげたいなぁ」

ファ  「ありがたいです」
協  「○○ちゃんも園に通うようになったし、何か始めた

いなぁ」
ファ  有償のボランティア活動ですよ。
協  「何か社会貢献したいわ。私にできることあるかな」
ファ  あなたの笑顔がママたちを元気づけますよ！

　いざ！という時の為に登録しませんか？利用会員さんは、
ご説明後随時登録をおこなっています。みんなで子育てを応
援しませんか？協力
会員さんは講習会で
保育サポーターのお
勉強があります。詳
細はお電話にてお尋
ねください。

　親子でほっと一息楽しい時間を過ごしましょう。自由参
加のひろばです。登録は必要ありませんので、お気軽にお
越しください。
時 10時30分～ 11時30分
所 各児童館
対 町内にお住まいの乳幼児とその保護者
内 自由あそび・手あそび・リズムあそび・読みきかせなど
（都合によりスケジュールが変更になることがあります。
　ご了承ください）
運動遊び（外部講師）
【長与児童館】
申 2月20日㊊から
定 親子12組（定員になり次第締切）　他 電話受付可

2・3月スケジュール
児童館名 開催日 内容

高田児童館
☎857-4500

2月23日㊍
3月 9日㊍

ひな祭りを楽しもう
好きな遊具で遊ぼう

上長与児童館
☎887-2616

2月21日㊋
3月 7日㊋

ひな祭りを楽しもう
好きな遊具で遊ぼう

長与北児童館
☎887-3319

2月23日㊍
3月 9日㊍

ボールで遊ぼう
好きな遊具で遊ぼう

長与南児童館
☎883-3996

2月24日㊎
3月 3日㊎

ひな祭りを楽しもう
大型遊具で遊ぼう

長与児童館
☎883-6399

2月24日㊎
3月10日㊎

ひな祭り工作
※運動遊び（外部講師）

※は申込みが必要です。

長与町ファミリーサポートセ
ンタ

ー
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3月期 パソコン講座のお知らせ
パソコンをもっと活用してみませんか？

申・問 〒851-2185長与町嬉里郷659-1　長与町教育委員会生涯学習課　☎801-5682

講座名 日　程 時　間 講　座　内　容 定員

Excelを
使いこなすための
便利テクニック集
（講師：松本由佳）

3月3日・10日
（金曜日）

19時～ 20時30分

普段お仕事でエクセルを使用される方、またはスキ
ルアップを図りたい方向けの講座です。便利な機能
を使って効率よく作業を行うための機能を学びます。
◆テキスト：『500円でわかるエクセル便利技
2010』学研パブリッシング出版（540円）（要実費）

20人

動画編集
（講師：園田睦子）

3月11日
（土曜日）

9時30分～ 15時
※ 昼食の時間を30分
程度とります。準
備をお願いします。

Windows liveムービーメーカーを使用し、自ら撮
影した動画または写真を編集するスキルを身につけ
ます。切る、繋ぐだけでなく、効果の挿入など映像
編集の基礎を学習します（応募者多数により人数の
変更があるかもしれません）。
◆テキスト：こちらで準備いたします（無料）。

8人

※ 全ての講座にサポーターが付きます。 
テキストは町内書店で取扱っていますので、事前にご購入ください。 
Windows7/ Offi  ce2010 のパソコンを使用して講座を開催しますのでご注意ください。
所 勤労青少年ホーム4階パソコン室　対 18歳以上の町民の方
料 無料（テキスト代のみ実費負担）　〆 2月23日㊍※必着
申 次の（1）または（2）の方法で申込みをお願いいたします。
　（1） 「往復はがき」に希望講座名、住所、氏名、ふりがな、年齢、電話番号、希望講座の受講経験があるかどうかをご記入

のうえ、お送りください。 
※複数講座の受講希望者は、講座ごとにはがきでお申込みください。 
※返信部分には住所、名前のみお書きください。

　（2） 役場2階生涯学習課窓口にて受講申込書に記入のうえご提出ください。その際は、返信用の官製はがきを希望する講座
の枚数ご持参ください。

　決定通知  申込多数の場合は抽選を行い、申込まれた方全員に「はがき」でお知らせします。
他  駐車場  台数に限りがあるため、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。

子どもわくわく体験講座

短期講座生募集

町立公民館などの施設では、小学生を対象に「子ども向け体験講座」を開設しています。
希望者は下記の施設へ電話、またはFAXで（FAXは送信後、確認の電話をしてください）

施設名 講座名 開催日時 内容 講師名 定員 費用 締切
上長与地区公民館
☎883-7711
6883-0575

パステル墨絵
アート

3月5日㊐
10時～ 12時

いろんな形の紙を選んで好き
な色のパステルと墨を使って、
割り箸ペンで描いてみよう。

辻本　健輝 15人 500円 2月21日㊋

希望者は、それぞれの施設へ直接または電話・FAXで申込んでください。申込多数の場合は、抽選となります。

施設名 講座名 開催日時 内容 講師名 定員 料金 締切
勤労青少年ホーム
☎883-6224
6883-5015

おいしい紅茶
の入れ方講座

3月4日㊏・
11日㊏

13時～ 15時

おいしい紅茶の入れ方を
学んで、日々の疲れた体
と心を癒しませんか？

本村　紀子 9人 1回1,000円
計2,000円 2月23日㊍

※*oubo.kyoiku@nagayo.jp（生涯学習課経由）でも受付をいたします。
　メール件名に「子どもわくわく体験講座短期講座」と入れてください。住所・氏名・電話番号・講座名を忘れずに入力ください。
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ご存知ですか？特別障害者手当・
障害児福祉手当・特別児童扶養手当
問 福祉課　☎801-5827

●特別障害者手当

支給対象  20歳以上で、著しく重度の

障害状態にあるため、常時特別の介護

を必要とする方に支給されます（支給

要件有）。

支給額  月26,830円

支給制限  次のいずれかに該当する時

は支給されません。

①社会福祉施設に入所している時

② 病院などに3か月を超えて入院し

た時

③所得制限を超えている時

※ 原爆被爆者介護手当、公害被害補償

の手当、予防接種法の手当を受給し

ている場合は差額が支給されます。

問 こども政策課子育て支援係

　☎801-5886

●障害児福祉手当

支給対象  20歳未満で、重度の障害状

態にあるため、日常生活において常時

の介護を必要とする方に支給されます。

支給額  月14,600円

支給制限  次のいずれかに該当する時

は支給されません。

① 障害基礎年金、障害厚生年金などを

受給している時

②社会福祉施設に入所している時

③所得制限を超えている時

※特別児童扶養手当との併給可

●特別児童扶養手当

支給対象  20歳未満で、重度または中

度の身体障害児または知的障害児の保

護者に支給されます。

支給額  1級（重度）月51,500円

　　 　2級（中度）月34,300円

支給制限  次のいずれかに該当する時

は支給されません。

① 児童が障害基礎年金、障害厚生年金

などを受給している時

② 児童が社会福祉施設に入所している

時など、父母が児童を監護していな

い時

③所得制限を超えている時

戦没者等のご遺族の皆さまへ
第10回特別弔慰金の請求手続き
はお済みですか？

問 福祉課　☎801-5826

　戦後70周年に当たり、今日の我が

国の平和と繁栄の礎となった戦没者等

の尊い犠牲に思いをいたし、国として

改めて弔慰の意を表するため、戦没者

等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）

を支給します。
対 戦没者等の死亡当時のご遺族で、

平成27年4月1日において、「恩給

法による公務扶助料」や「戦傷病

者戦没者遺族等援護法による遺族

年金」などを受ける方（戦没者等

の妻や父母等）がいない場合に、

次の順番による先順位のご遺族お

一人に支給。

1． 平成27年4月1日までに戦傷病

者戦没者遺族等援護法による

弔慰金の受給権を取得した方

2．戦没者等の子

3． 戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父

母 ④兄弟姉妹

※ 戦没者等の死亡当時、生計関係

を有していることなどの要件を

満たしているかどうかにより、

順番が入れ替わります。

4． 上記1から3以外の戦没者等の

三親等内の親族（甥、姪等）

※ 戦没者等の死亡時まで引き続き

1年以上の生計関係を有してい

た方に限ります。
内 額面25万円、5年償還の記名国債
〆 平成30年4月2日㊊

他  マイナンバー記入について

個人番号の利用開始に伴い、平成

28年より、請求手続きをされる際

に個人番号（マイナンバー）の記入・

提示が必要になりました。請求手

続きの際には、下記の①②両方を

ご持参ください。

① マイナンバー（通知）カード、また

はマイナンバーが記載された住民票

②本人確認書類

　公的機関が発行した、顔写真付証明

書（運転免許証等）1点、または、顔

写真のない証明書（健康保険証、年金

手帳、年金証書等）2点

※ 代理人の方が請求手続きをされる場

合は、必要になる本人確認書類等が

異なるため、事前にお問い合わせく

ださい。

長与町学童保育連絡協議会主催
子育て講演会
「親子のきずな～元気いっぱいの
子どもたちのために～」

申・問 児童クラブクローバー

　　 　☎865-7710

　長崎県スクールカウンセラーの福井

謙一郎先生をお招きし、子育てのヒン

トになるような講演をしていただき

ます。
時 2月25日㊏19時～ 21時
所 老人福祉センタ－
料 無料
他・ 勤労青少年ホームで小学生を対象

としたレクリエ－ションを予定し

ています。ご家族連れでご来場く

ださい。（参加する児童は体育館

シュ－ズをご持参ください）

　・ 幼児の一時保育もあります。 

（事前にご連絡ください）

　・ 専用駐車場を設けますが、できるだ

け公共交通機関をご利用ください。
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子育て支援センターへ
遊びにおいでよ！

　親子で自由に集える遊びの広場です。

相談、親子のふれあい、友達づくり、

情報交換の場としてご利用ください。

　　　月～金曜日
対 町内在住の0歳（生後2か月位）～

就学前の子どもと保護者・妊婦の方

「おひさまひろば」
　　　 10時～ 12時

　　　13時～ 16時

★『にこにこ相談』（要予約）

　専門カウンセラーによる子育て相談

（就学前の親子が対象）

2月28日㊋、3月14日㊋・28日㊋

10時～ 15時

★マタニティーひろば

交流・相談・身体ケア

3月7日㊋10時～ 11時

★助産師さんの日

助産師さんへの相談など

3月7日㊋11時～ 12時

★ツインズの会（多胎児親子対象）

3月21日㊋10時～ 11時

★絵本＆わらべうた

毎週月曜日11時30分～

毎週金曜日15時30分～
所・問 おひさまひろば

（ほほえみの家内）

高田郷2005-2

☎855-8551

「 」
　　　 10時～ 15時

★おしゃべり会　2月21日㊋

★誕生会（2月生）　2月23日㊍

★みんなで遊ぼう

2月23日㊍・28日㊋、3月2日㊍

※3月10日㊎はお休み

※他の日は自主活動になります。

※天候により変更することがあります。

※帽子・お茶持参。動きやすい服装。

※詳しくは園まで。
所・問

あじさい保育園

吉無田郷1221-155

☎883-8853

「さくらんぼ」
　　　 10時～ 12時

　　　13時～ 16時

※ 予約不要。日時は変更になる場合が

あります。

★嬉里中央公園でみんなで遊ぼう

2月はお休み、3月28日㊋

★おはなし会

2月21日㊋、3月23日㊍

10時30分～

★園庭で遊ぼう

3月24日㊎10時～ 11時

※帽子・水筒・タオル持参。
所・問 長与保育園

嬉里郷675

☎883-2538

特定不妊治療費助成事業のご案内
申・問 県西彼保健所地域保健課

　　 　☎856-5159

　長崎県は、医療保険が適応されない

特定不妊治療（体外受精・顕微授精）

の治療費の一部を助成しています。
対 法律上の婚姻関係にあるご夫婦で、

夫婦のどちらかが長崎県内在住の

方※ご夫婦の所得合計が730万円

未満（児童手当法施行令第2条及

び第3条の規定を準用）

対象範囲と回数  妻の年齢（治療開始

時の年齢）が43歳未満の方

※ 初めて助成を申請する際の 

治療開始時の妻の年齢

40歳未満の方：

　43歳になるまでに通算6回まで

40歳以上43歳未満の方：

　43歳になるまでに通算3回まで

治療  県が指定する医療機関で受けた

体外受精及び顕微授精

助成額  初回治療（申請）のみ1回の

治療につき30万円を上限に支給（2回

目以降は、治療内容によって助成額が

変わります）

男性不妊治療：

　1回につき15万円を上限に支給

申請期間  

治療の終了日が属する年度内

※ 今年度終了分は、平成29年3月末日

までにご提出ください。
他 必要書類などは県ホームページか

らダウンロードできます。その他、

制度や申請に関することなど、お

気軽にお問い合わせください。

パパ・ママ学級「育児編」
申・問 こども政策課母子保健係

　　 　☎801-5881

　もうすぐパパ・ママになる方のため

の妊娠～出産～育児の教室です。ご家

族の参加も大歓迎！「妊娠・出産編」

「育児編」の2部構成で開催します。
時 3月11日㊏13時～ 15時30分
所 健康センター 4階
内 沐浴体験・先輩パパママ体験談・

赤ちゃんの抱っこ体験
定 先着20組
〆 3月3日㊎
他「妊娠・出産編」は5月13日㊏に

妊婦体験・リラクゼーション・出

産についてなどを予定しています。

福 祉

開館日

時 間

時 間

時 間

皆前橋バス停
←至 役場

平井医院

三保寿司

長崎整形外科
こやまクリニック

至 寺の下→

長与保育園
子育て支援センター
さくらんぼ

あじさい
保育園 公民館

大門ゴールド電気

高田小学校
至長崎駅 至長与駅

駐車場

百合野

ふ
れ
あ
い

　

セ
ン
タ
ー

ほ
ほ
え
み
の
家

お
ひ
さ
ま
ひ
ろ
ば

体育館
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『食生活改善推進員』募集！
申・問 健康保険課健康増進係

　　 　☎801-5820

　食生活改善推進員とは、「私たちの

健康は私たちの手で」を合言葉に、食

についての学習会と教室を行っている

ボランティアグループです。

　4月から一緒に活動していただける、

食生活改善推進員を募集しています。

お気軽にご連絡ください。

　あなたの活動できる範囲で構いませ

ん。一緒に楽しく活動しませんか？お

待ちしております。

活動内容

① 食について・健康づくりに関する学

習会など（月1回）

②食に関するボランティア活動

　 （お母さん料理教室、小学生向けの

料理教室（夏休み・春休みこども料

理教室）、地域での健康料理教室、

野菜料理・減塩の普及など）
〆 3月31日㊎

平成29年度「めだか85」
参加者募集

申・問 介護保険課包括支援係

　　 　☎801-5822

　「めだか85」とは、“めざせだれも

がかつどうてきな85歳”を目標に、運

動不足・閉じこもり・認知症などを予

防し、生涯イキイキと自立した生活を

送るための集いの場です。
時 4月～平成30年3月の 

毎月第1～ 3週（合計36回）

　（午前） 9時30分～ 12時（4会場）

　（午後）13時30分～ 16時（2会場）

・老人福祉センター

　第1～ 3月曜日（午前・午後）

　定 各40人

・上長与地区公民館

　第1～ 3火曜日（午前）　定 20人

・ニュータウン防災センター

　第1～ 3火曜日（午後）　定 30人

・北部多目的研修集会施設

　第1～ 3水曜日（午前）　定 40人

・健康センター

　第1～ 3木曜日（午前）　定 30人
対 町内在住の65歳以上で、事業対象

者判定・要支援・要介護認定を受

けていない方、運動制限をされて

いない方
内 健康講話、レクリエーション、室

内でできる運動、頭の体操、健康

チェックなど
料 2,200円（保険料、材料代など）

　※初回参加時徴収
〆 3月10日㊎※3月末までに決定通

知書を送付します。
他 電話受付可。申込多数の場合は、

初参加者を優先。

老人クラブ連合会催し
問 長与町老人クラブ連合会事務局

　（長与町社会福祉協議会内）

　☎883-7760

　将来看護師になる学生さんと楽しい

交流を図りましょう。

県立大学シーボルト校看護学生と

老人クラブの交流会説明会
時 2月27日㊊

県立大学シーボルト校看護学生と

老人クラブの交流会
時 2月28日㊋～ 3月2日㊍

平成29年度長与・時津環境施設
組合　臨時職員募集

問 長与・時津環境施設組合管理課

　☎865-9386

業務内容  一般事務補助

雇用期間  4月1日㊏～ 9月30日㊏（6

か月を超えない期間で、1回に限り雇

用期間を更新する場合あり）

給料   月額157,300円 

（時間外手当を含まず）
対 長与町または時津町在住者

　（他にも要件あり）
定 1人
申 申込書、面接カード、資格習得を

証明できる書類の写しを長与・時

津環境施設組合管理課へ
〆 2月28日㊋17時
他 詳しくはお問い合わせください。

あなたの犬の登録は
お済みですか？

　全ての飼い犬は狂犬病の予防接種を

受け、登録申請することが義務付けら

れています。狂犬病は、人や犬以外の

動物にも感染・発症します。必ず狂犬

病予防接種（年1回）をし、登録（一

生に1回）を済ませましょう。

あなたの愛犬を守るために

　最近、持ち主不明で保護される犬が

増えています。犬に所有者が分かるも

のを付けることは法律でも義務付けら

れていますが、所有者を示すものがな

く、捜索の届出もしなければ、引き取

り処分となります。もし、犬が迷子に

なったときは、すぐに役場か保健所、

警察へ届け出てください。

介 護

環 境

平成27～28年度
一般家庭からのもやせるゴミ排出量
月

月別排出量（t） 1日1人当たりの排出量（g）
27年度 28年度 27年度 28年度

4 634.79 626.25 498 491
5 648.96 699.15 493 530
6 656.37 581.32 514 455
7 615.88 593.86 466 450
8 594.17 588.22 450 446
9 587.84 568.28 460 445
10 584.75 559.40 442 423
11 563.73 565.65 440 442
12 627.54 614.16 474 464
1 580.57 439
2 536.54 449
3 619.14 470
合計 7,250.28 5,396.29 5,595 4,146

違反ゴミが増加しています。しっかり分別しま
しょう。分別の仕方がわからない場合は住民環
境課までご連絡ください。

21

暮
ら
し
の
情
報

「母子保健推進員」募集！
申・問 こども政策課母子保健係

　　 　☎801-5881

　4月から活動していただく母子保健

推進員を募集します。

活動内容  ①担当地区の妊婦、乳幼児

への家庭訪問　②乳幼児健診、相談事

業のお手伝い　③会議、研修会への参

加　④担当地区を中心とした子育て支

援に関すること
対 子育て支援に興味のある方

　（資格は問いません）
定 若干名
申 応募用紙を郵送または持参でこど

も政策課へ（用紙はこども政策課

窓口にあるほか、町ホームページ

からダウンロードできます）
〆 2月28日㊋
他 面接後、採用を決定させていただ

きます。（面接は3月中旬頃予定）

給与の支給はありませんが、謝礼

を支払います。任期は2年です。 

（再任あり）

春休みこども料理教室参加者募集
申・問 健康保険課健康増進係

　　 　☎801-5820

　おいしくて簡単な料理作り（調理実

習）をしませんか。
時 3月27日㊊10時～ 12時30分
所 ふれあいセンター
対 町内在住の小学1～ 3年生
定 16人（申込多数の場合は抽選）
料 300円（材料費および保険料）
〆 3月15日㊌
他  主催  長与町食生活改善推進員協議

会（ながよサラダ会）

「健康づくり推進員」募集！
申・問 健康保険課健康増進係

　　 　☎801-5820

　健康づくり推進員とは、健康につい

て学習し、自分自身の健康づくりとボ

ランティア活動を通して町全体の健康

づくりを目的として活動しているグ

ループです。男性ばかり40代（1人）

と62歳～ 87歳まで、全28人の仲間

で活動中！

　4月から一緒に活動していく健康づ

くり推進員を募集しています。仕事を

退職されて何かしてみようかな…と

思っている方、ボランティア活動に興

味のある方、男性ばかりなら行ってみ

ようかなと思っている方、どなたでも

お気軽にご連絡ください！まずは見学

からでも大歓迎です♪あなたの活動で

きる範囲で構いません。明るい仲間と

一緒に健康づくりを楽しみましょう！

活動内容

①健康づくりに関する学習会など

　（月1回）

②健康づくりに関するボランティア活動

　・ ヘルシーウォーキング大会の企画、

運営

　・ 保育園児や小学生へおやつ作りを

とおしての食育活動、交流

　・ スポーツ活動 

（ふれあい健康クラブ）
〆 3月31日㊎

県立大学シーボルト校
クックべジサークル料理教室

申・問 クックベジサークル

　　 　6814-5556

　　 　*cookveg.circle@gmail.com

　県立大学シーボルト校のクックベジ

サークルです。私たちは月に一度学内

で料理教室を行っています。第2回目

の料理教室を行います。1回目の料理

教室よりも充実した時間を過ごしてい

ただけるように頑張りたいと思ってい

ますので、たくさんのご参加をお待ち

しています！今回はひな祭りメニュー

を考えています。美味しい料理を作っ

て楽しく食べましょう！
時 2月28日㊋10時から2時間程度
所 県立大学シーボルト校交流会館
定 20人程度
料 400円

「健康ながよ21推進専門委員」
募集！

問 健康保険課健康増進係

　☎801-5820

　健康ながよ21推進専門委員は、長

与町に住む町民皆さんの健康づくりを

応援しているボランティアグループで

す。月1回の定例会と「健康まつり」

の開催やウォーキングの普及などに取

り組んでいます。4月から一緒に活動

していただける方を募集しています。

あなたもぜひ一緒に活動してみません

か。ご連絡お待ちしています！

● 活動できる範囲で構いません。大学

生や、お仕事をされている方、主婦

の方、男性など様々な方が多く参加

しておられます。 

現在の委員数46人 

（女性27人、男性7人、大学生12人）

活動内容

① 健康づくり全般に関する学習会及び

定例会（月1回）

② 健康づくりに関するボランティア活

動（ヘルシーウォーキング大会の企

画・運営、健康まつり・北陽台高校

文化祭・町民体育祭・成人式での活

動、町内小学校5校への歯科教育）
〆 3月31日㊎

福 祉

保 健
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登録調査員を募集します
申・問 政策企画課総務統計係

　　 　担当：山口　☎801-5661

　登録調査員とは、国が実施する統計

調査において、調査対象となる世帯・

事業所を訪問して調査の依頼、調査票

の配布・回収などを行う「調査員」へ

の従事を希望し、あらかじめ町に登録

していただいた方をいいます。

登録要件

① 25歳以上の町民の方で、健康で責

任をもって統計調査を遂行できる方

② 調査で知り得た情報など、秘密の保

護に関して信頼のおける方

③ 警察や税務、選挙に直接関係のない

方

④暴力団員に該当しない方

募集・登録期間  随時

調査員の登録から任命までの流れ

1． 町（政策企画課）に登録申込書を

提出し「登録調査員」として登録

2． 各種統計調査に応じ「登録調査員」

の中から町が統計調査従事を依頼

※直近の統計調査 

平成29年6月工業統計調査 

平成29年10月就業構造基本調査

平成29年12月住宅・土地統計調査

（単位区設定）

3． 町から長崎県へ「調査員」として

推薦し、長崎県知事が任命

4．統計調査に従事

調査員の報酬

　調査員には、調査活動（おおむね2

か月の任命期間）の対価として報酬が

支払われます。金額は調査の種類や受

け持ち件数によって異なります。任命

期間中の身分は「非常勤公務員」にな

ります。

　「登録＝任命」をお約束するもので

はありませんのでご了承ください。

長与町臨時職員（パート）を
募集しています
申・問 〒851-2185長与町嬉里郷659-1

　　 　長与町役場総務部総務課

　　 　☎801-5781

　勤務を希望される方は登録を行って

ください。なお採用については、役場

の各担当課の業務で臨時職員が必要と

なった時となりますので、登録された

方が必ず採用されるわけではありま

せん。
対 雇用時の年齢が18歳以上 

（学生を除く）の方
申 所定の登録申込書を総務課（庁舎

3階）へ郵送または直接持参する

方法でご提出ください。

※ 登録申込書は総務課または町ホーム

ページで入手できます。
他 登録の有効期間は、登録された年

度内（4月1日～翌年3月31日）です。

登録は随時受け付けています。

勤務時間   8時45分～ 15時30分 

（1日5時間45分、休憩1時間）

勤務場所  本庁舎、出先機関など

職務内容  書類整理、データ入力、窓

口対応及び電話応対などの一般事務補

助（パソコン使用あり）

任用期間  原則として、1回の任用に

つき2か月以内

時給  720円（平成29年4月から750円）

通勤手当  なし（平成29年4月から通

勤距離が片道2km以上の者に限り日

額300円）

休日   土・日・祝日 

年末年始 

（12月29日～翌年1月3日）

※ 時間外勤務及び休日勤務はありませ

ん。

2月は「相続登記はお済みですか
月間」です
問 長崎県司法書士会　事務局

　☎823-4777

　相続登記は期限が定められていない

ため、そのまま放置される場合があり、

相続した不動産が亡くなった人の名義

のままだと、いざ売る場合などに手続

きが順調に進みません。また、相続人

が死亡すると、新たな相続人が現れ権

利が複雑化し、手続きに時間も費用も

かかります。そのため相続登記は早め

に確実に終わらせることが重要です。

こうした背景から、日本司法書士会連

合会は毎年2月を「相続登記はお済み

ですか月間」と定め、専門家である司

法書士が相続登記に関する相談に応じ

ています。この機会にお近くの司法書

士事務所（長崎県司法書士会ホーム

ページから検索可）または事務局へお

気軽にご相談ください。

長与駅コミュニティホールご案内
問 契約管財課　☎801-5784

開館時間8時30分～ 19時

・ 長与町内3中学校の美術部生徒によ

る合同作品展

　時 2月25日㊏～ 26日㊐

　主催  長与第二中学校美術部

電話による無料税務相談を
実施します

問 九州北部税理士会長崎支部

　長崎市八百屋町2-3

　☎821-0600

　九州北部税理士会長崎支部では、「税

理士記念日」に合わせて、平成28年

分所得税確定申告関係を中心に、「電

話による無料税務相談」を実施します。
時 2月23日㊍10時～ 16時

　相談専用電話番号  ☎826-8926
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親子防災教室
「煙ハウス」で煙を体験！

問 生涯学習課

　☎801-5682　6883-7151

　〒851-2185嬉里郷659番地1

　（役場2階）

　*oubo.kyoiku@nagayo.jp

　煙ハウスを使って、煙の怖さを体験

しよう！当日は、消防車の中にも入れ

るかも!?
時 3月4日㊏10時～ 12時
所 長与町公民館1階大ホール及び 

駐車場
対 町内在住小学生4～ 6年生とその

保護者
内 ①「煙ハウス」で煙の怖さを体験

しよう、②消火器を使って火を消

す訓練をしてみよう、③消防車の

中をのぞいてみよう
定 親子20組
申 氏名（ふりがな）、学校名・学年、

保護者氏名、電話番号、住所を生

涯学習課へ（郵送・FAX・メール可）

　※ 応募者多数の場合は抽選。抽選

結果及び詳細（集合時間・持参

物など）は、後日通知します。
〆 2月24日㊎
他  講師  北消防署浜田出張所、役場地

域安全課

平成28年度第4回長崎県銃砲刀
剣類登録審査会が開催されます

問 長崎県教育庁学芸文化課

　☎894-3384
時 3月6日㊊13時～ 16時
所 長崎県庁第2別館2階2－ABC会議

室
内  当日持参するもの  ①当該銃砲刀剣

類　②銃砲刀剣類発見届出済証（新

規登録の場合のみ）
料 新規登録審査手数料6,300円／件

　登録証再交付手数料3,500円／件

　※ 審査結果の合否にかかわらず、

手数料が必要です。
他 登録証再交付を申請される方は、

必ずお電話ください。事前連絡が

ない場合は再交付できない可能性

があります。

平成28年度
長与町総合教育会議の開催に
ついて

問 総務課行政係　☎801-5781

　平成27年4月に「地方教育行政の組織

及び運営に関する法律」が改正され、す

べての地方公共団体に総合教育会議が

設置されることになりました。総合教育会

議は、町長と教育委員会が教育の課題及

び目指すべき姿を共有し、連携して教育

行政を推進していくためのものです。
時 2月23日㊍10時30分～
所 役場庁舎4階会議室
内 平成29年度教育施策及び予算につ

いて（予定）
他・ 会議の傍聴を希望される場合は、

10時～ 10時20分までの間に会

場入口前で受付を行います。

　・ 会議の内容により、非公開となる

場合があります。

　・ 希望者が多数の場合は、会場の都

合により傍聴をお断りする場合が

あります。

　・ 確定申告期間中のため、なるべく

公共交通機関を利用してお越しく

ださい。

　　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。

時 2月22日㊌13時30分～ 16時
所 北部地区多目的研修集会施設

行政相談委員　堤惠美子 ☎856-4851

　　　　　　　草野　洋 ☎887-2457

長崎行政評価事務所 ☎849-1100

　　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、問題解決のお手伝いをします。相

談は無料で、秘密は堅く守られます。

【特設相談所】
時 2月14日㊋・28日㊋13時～ 16時
所 長与町公民館

【常設人権相談所】
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
問 総務課行政係　☎801-5781

役場の一部窓口を、第2・第4
土曜日に開庁しています

問 各課へ　☎883-1111（代表）

　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 2月25日㊏

　3月11日㊏・25日㊏

　9時～ 12時30分

※ 2月11日㊏は建国記念日のため、 

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。

　　　

・ 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。

教 育

くらし

利用時の注意点
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2月28日㊋は固定資産税・
都市計画税第4期の納期限です
問 税務課固定資産税係 ☎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ましょ

う。（口座振替の方は、2月28日㊋に

引き落とされますので、残高をご確認

ください）

水道検針員登録者を
募集しています

申・問 水道課　☎801-5831

　検針員に欠員が出た際にお声を掛け

させていただくための募集です。現在

は無理でも“将来やってみたい”と考え

ている方・興味がある方はご連絡くだ

さい。

業務内容  各世帯および事業所などの

水道メータを、検針期間（毎月9日か

ら14日の間）に業務用携帯端末（ハ

ンディーターミナル）で検針する業務

待遇  月収：60,000 ～ 80,000円前後

（検針件数により異なる）

・交通費5,000円支給有

・ 地区によっては1年間に4～ 6回（毎

月の検針期間を1回とする）程度の

休み有

応募条件

・長与町に在住の方

・ 検針期間およびその前営業日（申し

送り日）に勤務が可能な方

・ 満20歳からおおむね40歳までの心

身共に健康である方

・複数年働いていただける方

・原付バイク以上の免許取得者

　（★バイク所有者優遇）

応募方法  来庁のうえ、登録申込書に

記入いただきます。

募集期間  平成29年3月末日まで

採用方法  応募者を登録者名簿に登載

し、欠員などが生じた場合に連絡しま

す。履歴書持参で面接・簡易テスト実

施のうえ、採用の可否を決定します。

「大村湾養殖カキ収穫＆カキ焼き
体験」参加者募集！
申・問 大村湾漁業協同組合

　　 　時津町浦郷542番地18

　　 　☎882-2415（担当：山田）

　大村湾の漁業について学んだ後、長

与浦で養殖されているマガキの収穫を

体験し、カキ焼きで大村湾の冬の味覚

を楽しみませんか？
時 2月25日㊏10時～ 12時

　（12時以降自由にカキ焼き体験）
所 海洋スポーツ交流館
対 長与町、時津町、長崎市居住の親子
定 10家族（先着順）
料 大人1,000円、小人500円

　 （殻付カキ1kg ／人、カキ焼き料金

を含む）
〆 2月17日㊎

給食調理臨時職員（パート）
登録者募集

問 長与町公共施設等管理公社事務局

　☎883-1106

　〒851-2128嬉里郷659番地1

　（役場敷地内・公用車車庫2階）

　登録された方の中から、欠員が生じ

たときに選考（面接）を行い、臨時職

員として採用します。
対 町内居住者
申 公社事務局にある登録申込書に必

要事項を記入し、写真を貼付のう

え公社事務局へ。随時受付。郵送可。

受付  9時～ 17時（土・日・祝日を除く）

時給  784円

勤務時間   ①8時15分～ 16時15分 

②8時30分～ 16時30分 

　（1時間の休憩あり）

勤務日数  月10日～ 14日

職種  学校給食調理員

長与町公共施設等管理公社
給食共同調理場事務員（嘱託職員）
募集
問 長与町公共施設等管理公社事務局

　☎883-1106

　〒851-2128嬉里郷659-1

　（役場敷地内・公用車車庫2階）
時  第1次試験  2月26日㊐

　第2次試験  第1次試験合格者のみ

に後日連絡。
対  募集資格  

　① 平成29年3月末日において、
20歳以上50歳未満の人

　②長与町内居住者であること
　③ パソコン操作（ワード・エク
セル）ができる人

　④ 平成29年3月中旬から 
勤務可能な人

定 1人
申 JIS規格の履歴書に写真を添付、必

要事項を記入し、管理公社事務局

に提出。郵送可。
〆 2月22日㊌
他  勤務時間  8時15分～ 16時30分

　※勤務時間内45分間の休憩あり

　※ 休日は土・日・祝日、8月は10

日程度勤務、他管理公社規定に

よる

　給与  月給制（8月は半額）

　※ 参考118,300円（平成28年度）

　※労災・社会保険あり

防犯灯の故障（球切れなど）は
問 地域安全課交通防犯係

　☎801-5662
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家畜伝染病予防法に基づく定期
報告書の提出をお願いします

問 役場産業振興課　☎801-5836

　県中央家畜保健衛生所

　☎0957-25-1331

　愛玩目的を含め、家畜を1頭（羽）

でも所有する場合は、2月1日現在の

飼養状況などを報告することが法律で

義務付けられています。町ホームペー

ジの、くらしの情報→産業→農業→『家

畜伝染病予防法に基づく定期報告につ

いて』のページに定期報告書の様式を

掲載しています。

対象動物①  〆 4月3日㊊

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、

いのしし

対象動物②  〆 6月1日㊍

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、

ほろほろ鳥、七面鳥

対象動物①および②を所有している

場合  〆 4月3日㊊

提出先  役場産業振興課

シーボルト・カフェ－生きるを
育む－「知らなきゃ損する、最
新の吃音支援のあり方～子ども
から大人まで～」

問 長崎県立大学シーボルト校

　総務企画課　☎813-5500
時 2月11日㊏10時～ 11時50分
所 長崎県立大学シーボルト校中央棟

M103講義室
内 吃音の専門家である、菊池良和氏

（九州大学病院耳鼻咽喉科 医師、

医学博士）をお招きし、「吃音とは」

「新しい吃音支援の考え方」などに

ついてお話しいただきます。
料 無料
他 詳しくはお尋ねください。

平成29年度市町村交通災害共済
加入受付を2月1日㊌から開始し
ます

申・問 地域安全課　☎801-5662

　交通社会の現代、いつ事故にあうか

わかりません。万一事故にあわれたと

き、その災害の程度により一定の見舞

金をお支払いします。

交通事故災害とは  国内で自動車・汽

車・電車・原動機付自転車・自転車・

旅客船・旅客機などの接触・衝突・転

覆などにより人身の事故にあわれた場

合です。

加入できる方  長与町に住民登録をし

ている方（就学のため一時的に転出し

ている方も加入できます）

共済掛金  1人につき500円

　　　　（中途加入も同額）

共済期間  

4月1日㊏～平成30年3月31日㊏まで

の1年間

※ 中途加入の場合は、加入された日か

ら平成30年3月31日㊏まで

多重債務の無料相談会
問 財務省福岡財務支局多重債務相談

窓口　☎092-411-7291 

月曜～金曜（年末年始及び祝日を

除く）9時～ 17時

　借入れやローンの返済にお悩みの

方々から、債務整理や家計の見直しな

どについて相談員が面談に応じます。

事前にお申込みください。

※ 電話による無料相談は常時受け付け

ています。
時 2月28日㊋、3月28日㊋

　13時～ 15時30分
所 長崎財務事務所

　（長崎市筑後町3番24号）

農地の借受希望者を募集します
～農地中間管理事業～
問 役場産業振興課　☎801-5836

　（公財）長崎県農業振興公社

　☎894-3848

　長崎県農業振興公社では、農地を貸

したい農家（出し手）から農地を預か

り、農地の有効利用や農業経営の効率

化を進める担い手農家（受け手）へ貸

し出しを行う事業を進めています。
長崎県農業振興公社 検索
申 募集要領や申込書は、各市町の農

政担当課窓口にあるほか、長崎県

農業振興公社ホームページからも

ダウンロードできます。
〆 2月28日㊋
他 町内で農地の借受けを希望される

方は、役場産業振興課へご相談く

ださい。

農業者の皆さまへ
青色申告を始めましょう

問 九州農政局長崎県拠点地方参事官室

　☎845-7121

　青色申告は、自分の経営を客観的に

つかむための重要なツールです。税制

上のメリットもありますので、早速取

り組んでみましょう。新たに青色申告

を始めるためには、個人の場合、3月

15日㊌までに最寄りの税務署に「青

色申告承認申請書」を提出する必要が

あります。なお、政府の農林水産業・

地域の活力創造本部において、青色申

告を行っている農業者を対象とした収

入保険制度の導入が決定されました。

この制度は、品目の枠にとらわれず、

自然災害による収量減少のほか、価格

低下なども含めた収入減少を補塡する

仕組みです。収入保険制度については、

農林水産省ホームページにも掲載され

ています。

くらし
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ことにより、明るい長寿社会づくりを推進することを目的に開催されます。
　たくさんの方の参加をお待ちしております。
対 県内在住の60歳以上（昭和33年4月1日以前に生まれた者）囲碁は15歳以下も可、将棋は60歳未満も可
料 個人500円（団体戦は各競技ごとに異なるため開催要項を確認）専用振込用紙により振込
　 ゴルフ及びボーリングは上記に別途プレー料金、生きがい作品展は原則無料
他 参加申込書と専用振込用紙は、各競技団体・長与町社会福祉協議会・役場福祉課にて配布
主催長崎県／（公財）長崎県すこやか長寿財団／（公財）長崎県老人クラブ連合会

イキイキ楽しく！いつまでも若々しく健康に！
第14回長崎県ねんりんピック兼「ねんりんピック秋田2017」派遣選手選考会

スポーツ交流大会（ゴルフ交流大会）
時・所・申・〆 未定

スポーツ交流大会（ボウリング交流大会）
時 4月22日㊏
所 佐世保ラッキーボウル
申 長崎県ボウリング連盟または長崎県ボウリング場協会へ
〆 3月24日㊎

スポーツ交流大会（ゴルフ・ボウリング除く）
時 5月13日㊏
　 ※卓球は5月8日㊊
　 ※ソフトボールは13日㊏・14日㊐の2日間
申 各競技主管団体へ
〆 2月28日㊋
●長崎市
　○テニス　　　　○卓球
●諫早市
　○マラソン　　　○ローンボウルス
　○ソフトテニス
　○ソフトボール　○ペタンク
　○ソフトバレーボール
　○剣道　　　　　○わのわリング
●大村市
　○弓道　　　　　〇ゲートボール
　〇グラウンドゴルフ
　〇ターゲット・バードゴルフ
　〇サッカー　　　○太極拳
●佐世保市
　〇水泳
●長与町
　〇バウンドテニス

文化交流大会（ふれあい三世代交流将棋大会）
時 5月14日㊐
所 長崎県勤労福祉会館（長崎市桜町）
申（公財）長崎県すこやか長寿財団へ
〆 3月24日㊎

文化交流大会（健康マージャン交流大会）
時 5月14日㊐
所 マージャンハウスいでがみ（長崎市）
申 長崎県麻雀段位審査会へ
〆 3月24日㊎

文化交流大会（囲碁交流大会）
時 5月13日㊏
所 長崎県勤労福祉会館（長崎市桜町）
申 日本棋院長崎県支部連合会へ
〆 3月24日㊎

生きがい作品展
時 6月1日㊍～ 4日㊐
所 長崎県美術館（長崎市）
申（公財）長崎県すこやか長寿財団へ
〆 4月28日㊎

詳しくは（公財）長崎県すこやか長寿財団の
ホームページをご覧ください。
（http://www.sukoyaka-nagasaki.or.jp/）
問（公財）長崎県すこやか長寿財団　☎847-5212
　 長与町社会福祉協議会　☎883-7760
　 役場福祉課高齢者福祉係　☎801-5826
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　長与町では、農業委員会等に関する法律の改正（平成28年4月1日施行）に基づき、現農業委員の平成29年7月19日
での任期満了に伴う、次期の農業委員の募集を行います。
　また、長与町農業委員会では、同法改正により新たに農業委員会内に設置する農地利用最適化推進委員の募集を行い
ます。

長与町農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について

1．募集期間
平成29年2月21日㊋～平成29年3月21日㊋
2．募集人数
（1） 農業委員12人
（2） 農地利用最適化推進委員8人
3．任期
（1） 農業委員
　　平成29年7月20日から平成32年7月19日
（2） 農地利用最適化推進委員
　　農業委員会が委嘱した日から平成32年7月19日
　　※農業委員会が委嘱した日は、平成29年7月中旬を予定
4．募集方法
（1） 推薦による手続き

推薦をする者の代表者及び団体などは、各委員候補者
推薦届出書に必要事項を記載し、提出するものとします。

（2） 応募による手続き
応募する者は、各委員候補者応募届出書に必要事項を
記載し、提出するものとします。
※推薦及び応募に係る様式は、町ホームページに掲載の
実施要領にてダウンロードするか、町農業委員会事務
局で入手してください。

5．職務内容
（1） 農業委員
・農地の権利移動や転用に係る調査及び許認可審議（毎
月1回の総会出席）

・農地利用の最適化（担い手への農地集積・集約化、耕
作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進など）に
係る現地調査及び利用関係者への調整

・農地利用最適化推進指針の策定及び変更
・その他農業に関する調査、情報提供及び研修会などへ
の参加

（2） 農地利用最適化推進委員
・農地の権利移動や転用に係る調査の意見具申（毎月1
回の総会出席）

・担当区域内の農地利用の最適化（担い手への農地集積・
集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促
進など）に係る現地調査及び利用関係者への調整

・農地利用最適化推進指針の策定及び変更への意見具申

・その他農業に関する意見、調査、情報提供及び研修会
などへの参加
注意：農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方の

候補者となることはできますが、委員と推進委
員を兼任することはできません。

6．報酬
　「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関
する条例」に基づき支給します。
7．募集に係る書類の提出
（1） 提出方法

書類を封入のうえ、封筒の表に「農業委員公募」また
は「農地利用最適化推進委員公募」と朱書きし、郵送ま
たは持参により提出してください。なお、郵送による提
出は3月21日㊋までに役場に必着するものとします。

（2） 提出場所及び問い合わせ先
〒851-2185
長与町嬉里郷659-1
長与町農業委員会
☎801-5837　6883-3337

8．推薦及び応募状況の公表
　推薦及び応募の状況について、中間と最終の2回、町ホー
ムページなどで公表します。公表する事項は、「農業委員会
等に関する法律施行規則」第6条及び第12条に規定された
事項とします。
9．選考方法
（1） 農業委員

長与町農業委員候補者評価委員会を開催し、提出され
た書類をもとに選考を行います。なお、必要に応じて、
面接や関係者からの意見聴取などを行う場合があります。
結果については、平成29年6月定例町議会の承認を得た
のち、町ホームページなどにより公表します。なお、候
補者評価委員会による結果の文書通知などは行いません。

（2） 農地利用最適化推進委員
農業委員会の総会において、提出された書類をもとに
選考します。なお、必要に応じて、面接や関係者からの
意見徴収などを行う場合があります。結果については、
町ホームページなどにより公表します。
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　長与町国際交流協会では町内にお住いの外国籍住民の
方に長与町をどのように感じていらっしゃるかインタ
ビューしています。
　今回は特別編として、12月9日から10日までの1泊2日
間、長与町に滞在したJENESYS2016のオーストラリア
からの参加者の皆さんに、帰国後ホームステイの感想を
お尋ねしました。

Q1.長与町にホームステイしての感想は？
・長与でのホームステイは素晴らしかったです。家族の皆
さんとても親切で、あちこちに観光に連れて行ってくだ
さってよかったです。でも一番よかったのは、いろんな
話をすることができたことです。日本語のクラスでは習
わない日本の生活について知る事ができて良かったです。
（ケルシー・パイクさん）
・ステイ中、おいしいものをいっぱい食べました。刺身、
カステラ、ラーメン、つけ麺、でもカスタード鯛焼きが
一番のヒットでした。（イーファー・ウィルキンソンさん）

・ホストファミリーは今まで会った人たちの中でも一番親
切で素敵な方々でした。話が弾んで、とても楽しいステ
イでした。カステラ・かりんとうなど、とってもおいし
かった。スーパーに一緒に買い物に行ったり、温泉に行
くことができていい経験ができました。（ブレンダン・
コンシダインさん）

・ホストファミリーとみかん狩りに行きました。みかん農
家の方の生活についても知る事ができてよかったです。
日本の文化についてもたくさん教えてもらいました。
（ジェネヴィーヴ・ブランデンバーグさん）
・家のお風呂がとても気持ちがよかった。お布団で寝るの
も初めてで気持ちがよかったです。回転寿司（スシ・ト
レイン）もとっても面白くておいしかったです。（ブリ
アナ・グレイムさん）

・おでんがおいしかった。習字で自分の名前を教えてもら
いました。（アーサー・ラクランさん）
Q2. 長与町のみなさんにメッセージをお願いします。
　また長与町を訪れたいです。ウェルカムパーティーで
子どもたちの演技がとてもかわいかったです。長与はと
ても活気のある町だと思いますので、長与の皆さんがもっ
とホームステイを受け入れてくれたらいいと思います。
外国の人と交流することで、互いに得るものが多いと思
います。たくさんの外国人学生が素晴らしい経験をする
ことができると思います。

　長与のホストファミリーの皆さんの「おもてなし」の
心に触れて、とても思い出に残る2日間になったようでし
た。紙面の都合で全部紹介できず残念です。
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新しい衣類の「取扱い表示」について！

　昨年12月から、洗濯表示が50年ぶりに新しく
なりました。国内外で洗濯表示が統一され、従来
の22種の記号が41種の記号へと増加しており
ます。表示が変わり慣れるまでは大変ですが、お
気に入りの洋服を長く愛用するため新しい洗濯
表示のルールを知っておきましょう！

新・「洗濯表示」のポイント
「基本記号」と、「付記記号」や「数字」の組合せで
構成されます。

●5つの基本記号（次の順に表示されます）

●温度や洗い方の強さなどを表す記号

※詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。

消費者注意報

平成28年度第1回町営住宅（空家）入居者募集
申・問 土木管理課住宅係　☎801-5835

1．入居者の資格（一般）
住宅に困窮しており、次の条件をすべて満たしている人
①長与町内に住所または勤務場所を有している人
②同居しようとする親族（3か月以内に結婚予定の婚約
者を含む）がいること

③国税・地方税を滞納していない人
④暴力団員でない人

2．収入基準
所得税法により過去1年間の収入に準じて算出した所得
から同居親族1人につき38万円を控除した後の金額を
12で除した額が15.8万円以下であること。
その他控除（寡婦（夫）・老人扶養・障害者など）があ
る場合は、異なります。

3．提出書類（土木管理課で配布）
町営住宅入居者申込書
住宅困窮の現状及び住宅状況申告書

4．入居者の選考
仮当選者及び5月31日㊌までに東高田または岡岬町営
住宅に空家が生じた時の補欠入居者を抽選します。

5．申込受付期間
2月24日㊎まで（土日祝日を除く）
○抽選予定日　2月28日㊋13時30分～
○抽選予定場所　役場2階第2会議室

6．駐車場について
空きあり（1世帯につき1台分）

※60歳以上の方・身体障害者などにつきましては、入
居資格及び収入基準に緩和措置があります。

※小学校就学前の子どもが居る世帯につきましては、収
入基準に緩和措置があります。

   （15.8万円／月→21.4万円／月）

町営住宅募集箇所

団地名 募集戸数 間取り 住宅の家賃 敷金

東高田 1戸 3LDK 入居者の収入により算定 家賃の3か月分

岡岬 1戸 3DK 入居者の収入により算定 家賃の3か月分
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ホーム・ホスピス
中尾クリニック
中尾　勘一郎

自宅での点滴や
酸素療法

　最近、在宅医療が広がってきましたが、ご自宅でど

のような医療行為が可能なのでしょう？今回は点滴と

酸素療法についてご説明します。

　まず、点滴についてです。一般的な手からする点滴

は普通にできます。病院のように点滴のスタンドがな

くても、カーテンレールや鴨居にS字フックやハン

ガーを使用して行います。24時間の点滴やカロリー

が高い点滴が必要な時は、胸に作成したポートという

所から、在宅用の機械を使用して行います。安全装置

やアラームがついており、もちろん医師と看護師が

緊急対応しますので、安心して行えます。

　次いで酸素療法です。コンセントにつなぐだけで、空

気中の酸素を集めて出してくれる酸素濃縮器（空気清

浄器ぐらいの大きさ）を使用します。また、移動時は、

充電式の携帯濃縮器やボンベを使用します。マスク式

や気管切開の人工呼吸器が必要なこともありますが、

これらも在宅用のコンパクトな機械があります。

　これらも、安全装置・アラームがついており、医師

や訪問看護師だけでなく機械メーカーも緊急対応し

ています。万が一の停電の時は、バッテリーで稼働し

ますし、災害などで長期停電の時は、周辺の病院と連

携して対応できるようにしています。点滴や酸素療法

で使用する機械は医療保険対象で、レンタルにて使

用できます。

　このように、点滴や酸素が必要でもご自宅で過ご

すことができるようになっております。他の医療行為

はまた、次の機会にご説明いたしましょう。

（医）修樹会 平井内科
平井　義修

血尿と言われたら

　検診などで尿潜血、陽性と言われる事があります。

これを血尿といい、おしっこ（尿）に血液が混ざった状

態のことです。尿が出来るところ（腎臓の糸球体）や、

尿の通るところ（腎盂、尿管、膀胱、前立腺、尿道）から

血液が出ていることです。学校検尿での陽性率は数

パーセントであり、成人の検診では1割前後の陽性率

となります。男性より女性の陽性率が高いようです。

ほとんどの場合、目で見ても尿の色の変化は分かり

ません。このような時は、顕微鏡的血尿といいます。

血尿と共に蛋白尿を認めたり、尿沈渣にて円柱を認

めたりした場合には、内科的な慢性糸球体腎炎の可

能性が高くなります。

　1リットルの尿に1ミリリットル以上の血液が混じっ

た場合は、肉眼的血尿（見ただけで血尿と分かる）と

いいます。これは、出血性膀胱炎や尿路結石のことが

多いようですが、稀には、尿路の悪性腫瘍のこともあ

ります。血尿と言われたら驚くとは思いますが、肉眼

的でなく、蛋白尿や尿糖などを認めないときは、あま

り心配する必要はないことが多いようです。ただし、

色々な病気が潜んでいる可能性もありますので、一

度は腎臓内科や泌尿器科を受診してください。

健
康
テ
ラ
ス

31

暮
ら
し
の
情
報

861ｰ1354
883ｰ1111

問

　介護保険課内に設置されている「長与町地域包括支援セン
ター」は、地域に暮らす高齢者の介護予防や日々の暮らしを
様々な側面からサポートすることを主な目的にしています。
12月号から、その主な業務内容を3回に分けてご紹介してい
ます。今月は、③『権利擁護業務』についてです。
●権利擁護業務とは？
　高齢者が地域で安心して生活をおこなうことができるよう
支援する業務のことです。
　「悪質な訪問販売の被害にあった」、「財産管理に自信がな
い」、「虐待にあっている人がいる」、「虐待をしてしまう」な
どの相談に対し、適切なサービスなどが利用できるよう支援
し、高齢者の被害を防ぐように努めます。
　また、「成年後見制度」の利用が必要な場合には申立など
の手続きの支援を行います。
●「成年後見制度」とはどういう制度？
　物事を判断する能力が十分でない人が財産管理や契約をお
こなう際に判断が難しく不利益をこうむったり、悪質商法の
被害者になることを防ぐため、成年後見人等を選ぶことで本
人の権利を守る制度です。
　成年後見制度には①判断能力が不十分の人が今すぐ利用す
る「法定後見制度」と②判断能力のある人が将来に備えて後

見人を決める「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度
　支援される人の判断能力に応じて「成年後見」「保佐」「補助」
の3つの類型に分かれており、家庭裁判所に申立をおこなう
ことで成年後見人等が選ばれます。申立ができる人は、本人・
配偶者・四親等内の親族・市町村長等となっています。成年
後見人等の支援内容は財産管理や生活への配慮ですが、本人
の判断能力によって支援内容が異なったり本人の同意が必要
となります。
任意後見制度
　判断能力があるうちに、本人が後見業務を引き受けてくれ
る人（受任者）を決めて依頼します。支援内容や報酬は本人
が受任者と話し合って決め、公正証書を作成しておく必要が
あります。
　判断能力が低下したときに家庭裁判所へ任意後見監督人の
選任を申立することで任意後見が始まります。

　長与町では、地域包括支援センターの総合相談をはじめと
し、家族を支援する事業や専門職による訪問などを実施して
お困りごとの把握に努めています。
　一人で悩まず、ご相談ください。

問長与町地域包括支援センター　☎887-3008
　 介護保険課　☎883-1111（代表）

保険料の納付は口座振替がお得です！
 通常、翌月末の引落しを当月末にする…早割
毎月50円（年間600円）が割引されます。
⇒納付書でのお支払いの場合、早割はありません。

 6か月分、1年分、2年分をまとめて引落とす…前納
★6か月分：4月～ 9月分が4月末、10月～翌年3月分が10月

末の引落しで、各1,110円が割引されます。
⇒6か月分記載の納付書で、4月末、10月末までにお支払
いの場合、各790円が割引されます。

★1年分：4月～翌年3月分が4月末の引落しで、4,090円が
割引されます。

⇒1年分記載の納付書で、4月末までにお支払いの場合、
3,460円が割引されます。

★2年分：4月～翌々年3月分が4月末の引落しで、15,690円
が割引されます。

⇒納付書でのお支払いの場合、2年前納はありません。
※6か月分（4月～ 9月分）・1年分・2年分の申込期限は2月
末まで、6か月分（10月～翌年3月分）は8月末までとなり
ます。申請時には、年金手帳と認印、金融機関への届出印
をご持参ください。
※上記の割引料は、平成28年度の割引料です。

保険料を納めるのが困難なときは…

～免除・納付猶予・学生納付特例の手続きをお早めに!! ～
（申請手続きは、過去2年1か月前分からでき、継続申請を除いて
毎年必要です）

 所得が少ない人は…免除制度
所得に応じて「全額免除」「4分の1納付」「半額納付」「4分
の3納付」があります。
⇒「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」の前年所得
により審査します。
 50歳未満の人は…納付猶予制度
申請者が50歳未満の方に限り利用できる制度です。
⇒「申請者本人」、「申請者の配偶者」の前年所得により審査
します。
 学生の人は…学生納付特例制度
大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・
各種学校（修業年限が1年以上の課程）、一部の海外大学の日
本分校に在学している学生の方に限り利用できる制度です。
⇒学生本人の前年所得が118万円以下の場合は保険料の納付
が猶予されます。
※申請時には、年金手帳と認印、学生の方は『在学証明書』
または『学生証の写し』、失業や災害に遭われた方は『雇
用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通
知書、雇用保険受給資格者証』、公務員などは『退職辞令書』
などの写しをご持参ください。

地域包括支援センター業務③　権利擁護業務について
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▽中学1年男子（3㎞）

①岩尾　和樹（長大附属）10分30秒

②山崎　将大朗（長与第二）

③前田　航大（鳴北）

▽中学1年女子（3㎞）

①角町　友芽梨（長大附属）11分31秒

②橋本　　結（長与）

③山中　美咲希（長与）

▽中学2・3年男子（3㎞）

①𠮷田　麻人（長与第二）9分44秒

②増田　　瑛（長与第二）

③黒木　翔太（東長崎）

奨励賞　一瀬　拓人（鶴南特別支援）

奨励賞　平田　克海（鶴南特別支援）

奨励賞　内山　祐希（高田）

▽中学2・3年女子（3㎞）

①伊東　玲菜（長大附属）11分28秒

②中尾　真侑（長与）

③神崎　楓子（長与第二）

▽高校男子（5㎞）

①池下　俊介（鶴南特別支援）

　23分35秒

②本多　泰河（長崎工業）

③野澤　宏斗（鶴南特別支援）

▽高校女子（5㎞）

①堀　　杏奈（長崎北）21分26秒

②佐々木　麻衣（長崎北）

▽一般男子39歳以下（5㎞）

①濵地　雅浩（MHPS長プ契部）

　16分20秒

②掛園　敦征（長崎長与AC）

③西島　有哉（MHPS長プ契部）

▽一般女子39歳以下（5㎞）

①山口　裕佳（長大医学部）

　19分54秒

②森岡　由希乃（長崎県立大学）

③吉田　純子（長崎市）

▽一般男子40歳代（5㎞）

①小林　誠治（長与町）16分50秒

②篠原　宗徳（長崎長与AC）

③川元　輝国（長与町）

▽一般女子40歳以上（5㎞）

①佐藤　博美（時津町）23分45秒

②奥浦　由美（長与中教職員）

③川端　梅乃（長崎市）

奨励賞　山口　暁子（長崎市）

▽一般男子50歳代（5㎞）

①山野　健二（長与町）18分43秒

②森　　輝幸（長与町）

③村井　　茂（ナーク）

▽一般男子60歳以上（5㎞）

①峰　誠四郎（長崎市）21分33秒

②ヒロ　ヤマモト（JJ）

③井川　剛一（長与町）

▽高校男子（10㎞）

①髙田　隼哉（長崎工業）35分00秒

②平瀬　博崇（長崎工業）

③山口　竜之介（長崎工業）

▽一般男子39歳以下（10㎞）

①山口　翔馬（長崎大学）34分21秒

②岡田　貴裕（長崎大学）

③平山　裕章（長崎大学）

▽一般男子40歳代（10㎞）

①戎谷　　勉（トラスト）37分18秒

②天野　裕貴（長崎市）

③栁原　　剛（長崎市）

▽一般男子50歳代（10㎞）

①髙田　豊司（長崎長与AC）

　39分17秒

②石本　　工（長崎長与AC）

③菖蒲　秀久（長与町）

▽一般男子60歳以上（10㎞）

①川端　七臣（長崎CMC）

　46分24秒

②福田　弘道（長与町）

③柴田　謙一郎（長与町）

奨励賞　酒匂　政德（長与町）
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長与町体育協会
☎・6887-5374
（長与町民体育館内）

▽小学1年男子（1㎞）

①中平　昂汰（村松クラブ）

　4分21秒

②松尾　瑛太朗（長与北）

③川本　羚豪（長与南）

▽小学1年女子（1㎞）

①安永　佳世（鳴鼓）4分28秒

②戸塚　麗奈（長与）

③大石　咲和（平戸）

▽小学2年男子（1㎞）

①宮田　昊青（長与南）4分5秒

②福田　遥己（洗切）

③山下　柊哉（時津）

▽小学2年女子（1㎞）

①山下　真央（村松クラブ）4分4秒

②有吉　ひなた（大村）

③松永　乙華（時津北）

▽小学3年男子（1㎞）

①濱屋　健斗（高城台）3分52秒

②平　　皓太（大浦）

③吉田　圭吾（長与）

▽小学3年女子（1㎞）

①吉田　葵唯（三国）3分49秒

②竹田　涼菜（長与南）

③濵口　虹空（村松クラブ）

▽小学4年男子（2㎞）

①篠原　雄斗（長与）7分16秒

②山下　慎太郎（村松クラブ）

③門崎　健一（西浦上）

▽小学4年女子（2㎞）

①吉田　汐愛（長与）8分8秒

②本山　　瞳（大瀬戸JC）

③畑口　詩月（長与）

▽小学5年男子（2㎞）

①川口　新太（洗切）7分10秒

②大抜　青空（大瀬戸JC）

③高尾　千翼（長与）

▽小学5年女子（2㎞）

①兼松　茉央（長与）7分50秒

②峯苫　千尋（矢上）

③高柳　里彩（長与）

▽小学6年男子（2㎞）

①吉田　賢亮（三国）7分1秒

②畑口　嵩真（長与）

③阿波村　一佐（長大附属）

▽小学6年女子（2㎞）

①廣沢　來星（諫早陸上クラブ）7分31秒

②三浦　瑠奈（高田）

③松本　わかな（高城台）

第41回
長与町ロードレース大会
　1月15日、今季一番の寒波の中、運動公園広場を中心に開催され、

2,271人の選手がエントリーする大規模な大会となりました。開会式で

は、喜々津英世町体育協会長が選手激励のあいさつをしました。その後、

𠮷田麻人選手（長与第二中）と神崎楓子選手（長与第二中）が選手宣誓を

行いました。開会式の後、レースが行われ、選手は日頃の健脚を競い合い

ました。また、㈱メモリードから招待選手をお招きし、大会に華を添えてい

ただきました。

　結果は次のとおりです。（敬称略）
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図 書 館だより

No.330

 日 月 火 水 木  金 土3    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 31

 日 月 火 水 木  金 土2    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28

新しい図書館を考える47
魅力溢れる図書館であるために①
　4年間にわたって連載してまいりましたが、最後に2回に分けて、魅力
溢れるまちの図書館づくりに必要な要件についてお話します。
　まずは、図書館が住民のニーズに応じ、充実したサービスを提供でき
るために必要な8つの要素についてです。
【建物について】
1．町になじみ、知の拠点、生涯学習のシンボルとしてふさわしい建物。
2．全ての人にとって居心地のいい空間。
【運営について】
3．明確な理念・方針・経営ビジョン。
4．職員の笑顔・活気・企画力・創造性など。
【施設・設備について】
5．豊富で新鮮な蔵書・地域資料の収集など図書館の基本的な機能の
充実。

6．親切で分かりやすい館内表示、きめ細かな対応など、館内サービス
の充実。

【ネットワークについて】
7．公共施設・学校と連携した全域サービスや子どもの育成支援の充実。
8．利用者や地域の課題解決に役立つ様々な機関とのネットワーク化と
充実。

　これら8つの要素は、建設までに十分検討されなければなりません。
また、町と図書館、そして町民の皆さまとが協働して、知恵と力を出し合
い、長与町にふさわしい、皆さんに必要とされる図書館づくりに取り組
むことによってはじめて実現されるものです。そのためには、多くの皆
さんが意見交換できる場を設定することが必要です。

（長与町教育委員会生涯学習課）

図
書
館
カ
レ
ン
ダ
ー

ほほえみ号
巡回予定日
（火曜日コース） 印
（土曜日コース） ■印　
休館日 ●印

長与町図書館
☎883-1799 6883-7222
開館時間 10時～18時

パソコンや携帯、スマートフォン
から資料の検索や予約が
できます。

パソコン http://nagayo-lib.jp 携帯用

スマートフォン用

※大雨などにより、巡回ができない場
合があります。図書館へお問い合
わせください。

※3月22日㊌（第4水曜日）は開館しま
すが、31日㊎は年次業務のため休
館します。

　本となかよくなってほしいという願いをこめて、全国訪問『お
はなし隊』のキャラバンカーが、図書館へやってきます。キャラバ
ンカーには絵本がいっぱい！親子で絵本を楽しんだり、館内では
おはなし会もあります。多くの方のご来場をお待ちしています。
 キャラバンカーの見学
■時 3月5日㊐10時30分～11時
■所 図書館横の駐車場
 おはなし会
■時 3月5日㊐11時5分～11時35分
■所 図書館の和室
■他 できるだけ公共交通機関をご利用ください。

おはなし隊がやってきます！

◎文学
『夜の歌』　なかにし 礼／著　毎日新聞出版
『大雪物語』　藤田 宜永／著　講談社
『いまさら翼といわれても』　米澤 穂信／著　KADOKAWA

新しく入った本

●おはなし会
■時 2月18日㊏・25日㊏、3月4日㊏・18日㊏・25日㊏11時～
■所 たたみコーナー
●ぴよちゃん おはなし会
　午前と午後は同じプログラムです。
■時 2月15日㊌、3月1日㊌・22日㊌
　 ①11時～　②14時～
■所 2階和室

おはなし会のご案内

●大人向け…育てる、食べる、知る！野菜特集
●児童向け…チョコレートで心もぽかぽか
自動扉内側に設けています。どうぞご利用ください。

《今月の特集展示》

　蔵書点検のため、3月8日㊌～15日㊌まで休館いたします。
貸出点数と期間を次のように変更します（他館の借用資料は除く）。
 図書 2月23日㊍～3月7日㊋までは、3週間の貸出。
 雑誌 3月1日㊌～7日㊋までは、2週間の貸出。
　　  図書と雑誌あわせて20冊まで。
 CD 3月1日㊌～7日㊋までは、6点まで2週間の貸出。
 DVD・ビデオ 3月1日㊌～7日㊋までは、2点まで2週間の貸出。
ご不便とは存じますが、よろしくお願いいたします。
　利用者カードは、必ずお持ちください！

蔵書点検に伴うお知らせ

図
書
館
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■問 生涯学習課スポーツ振興班　☎801-5683
　町内の体育施設を利用するためには、前もって団体
登録が必要です（すでに登録されている団体も、登録
の更新が必要です）。それに伴い、登録説明会を開催し
ます。
●登録説明会
■時 3月2日㊍19時30分～
■所 町民体育館
※平成28年度登録している団体（登録カードを持って
いる団体）と新たに登録する団体の代表者（代理可）
は、必ず出席してください。

長与町の体育施設（対象となる施設）
○長与総合公園
　（運動公園広場・町民体育館・ふれあい広場ほか）
○天満宮公園　○長与町武道館

○小・中学校体育施設　○長与シーサイドパーク（フッ
トサルコート・イベント広場・ミニイベント広場）
○海洋スポーツ交流館
○多目芝生広場（海洋スポーツ交流館横）
●登録方法　登録申請書に、必要事項を記入のうえ生
涯学習課スポーツ振興班へ

　（申請書は、3月2日㊍の登録説明会にて配付）
●提出期間　3月2日㊍～24日㊎（必着）
注意事項　期限までに申請されなかった場合、9月末
まで施設の利用はできません。次回の登録は10月か
らです。
「テニス広場」利用者の方へ
　テニス広場利用者については、説明会がありませ
ん。登録や申込などについては、テニス広場管理事務
所（☎883-5196）へお問い合わせください。

平成29年度町内体育施設の利用団体登録
（新規・更新）について

第7回プロ野球長崎県人会
スマイル少年野球教室
　12月26日、県内の小学4年生～6年生約200人を
対象に、総合公園ふれあい広場と町民体育館で開催
されました。子どもたちに野球を指導したのは、2010
年に長崎県出身のプロ野球選手を中心に発足した、
プロ野球長崎県人会のメンバー12人。子どもたち
は、目の前にいる憧れの選手からのアドバイスに、少
し緊張しながらも楽しそうに交流していました。

ソフトテニス冬季大会結果
■時 12月11日　■所 テニス広場
【Aクラス】
①田中（諒）・宮本　②清水（陸）・宮崎　③山田・横田
【Bクラス】
①松園・中村　②毎熊・地本　③上園田・永田
【Cクラス】
①松本・草野　②藤田・宮上　③山口・森下

第10回長与町冬季ソフトバレーボール大会
■時 12月11日　■所 町民体育館
【一般】
①きららB　②みやび
【フリー女子】
①緑ヶ丘　  ②ひまわりMaMa　③Clover

広報ながよ1月号の訂正とお詫び

　26ページに掲載した地元再発見『第11回「仲良く・
楽しく・語り合う」歩こう会』の掲載写真に誤りがあり
ました。訂正とお詫びを申し上げます。
＜正＞
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人権相談・行政相談
イベント保健行事

一般対象
保健行事
母子対象

3月・6月・9月・12月は
長与町議会定例会が開催されます。2月～3月

2017

日 　 月 　 火 　 水 　 木 　 金 　 土

29 30 31 1 2 3 4

12 13 14 15 16 17 18

26 27 28 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

19 20 21 22 23 24 25

5 6 7 8 9 10 11
清水ミチコトーク＆ラ
イブ［P40］（町民文
化ホール14：00～）

3歳児健診
（健康センター
12：45～）

1～2か月児相談
（健康センター
9：30～）
3～4か月児健診
（健康センター
12：45～）

マタニティ広場
（おひさまひろば
10：00～）
3～4か月児健診
（健康センター
12：45～）

3歳児健診
（健康センター
12：45～）
人権相談［P22］

3歳児健診
（健康センター
12：45～）
人権相談［P22］

マタニティ広場
（おひさまひろば
10：00～）
3～4か月児健診
（健康センター
12：45～）

ソーシャルクラブ
（老人福祉センター
10：00～）

離乳食教室
（健康センター
9：30～）要予約
総合教育会議
［P22］

モグモグ教室
（健康センター
9：45～）
フッ素塗布事業
（健康センター　1.3・
2.3・2.9歳 12：45～）

ソーシャルクラブ
（老人福祉センター
10：00～）

確定申告相談（役場水
道局3階）～3/15まで
（土・日を除く）［P14］
ソーシャルクラブ
（老人福祉センター
10：00～）

1歳9か月児健診
（健康センター
12：45～）

お誕生相談
（健康センター
9：30～）
行政相談［P22］

1歳9か月児健診
（健康センター
12：45～）

1歳9か月児健診
（健康センター
12：45～）

健康相談
（丸田荘13：30～）

健康相談
（まんてん9：30～）

すてっぷ＆ほっと
（健康センター
10：00～）

役場一部開庁日
（9：00～12：30）
［P22］
長与町結婚相談所開
所日（社会福祉協議
会10：00～16：00）

マタニティクッキング
（ふれあいセンター
9：45～）要予約
すてっぷ＆ほっと
（健康センター
10：00～）
健康相談
（上長与公民館
13：30～）

健康相談
（丸田荘13：30～）

健康相談
（長与町役場
9：30～）

すてっぷ＆ほっと
（健康センター
10：00～）
健康相談
（上長与公民館
13：30～）

働く婦人の家
交流発表会

特定健診
（長与町公民館）
要予約
長与町結婚相談所開
所日（社会福祉協議
会10：00～16：00）

役場一部開庁日
（9：00～12：30）
［P22］
長与町結婚相談所開
所日（社会福祉協議
会10：00～16：00）

1月 2月
・

・
・

・
・

建国記念の日

3月
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0歳児　『泣き声は　家族をつなぐメッセージ　まずは声かけ抱き寄せて』
1歳児　『イヤイヤは　人生初の自己主張　こんな時期だと楽しんで』
2歳児　『「自分でする」強気な姿勢を見守って　そっと差し出す支えの手』
3歳児　『何度言っても繰り返す　大目にみてね　いたずらも』
4歳児　『大きくなったと思っても　まだまだいっぱい抱っこして』
5歳児　『認めよう！やる気を信じて待つことで　頭も体も使う子に！』

愛されている　その自信が子どもの心の出発点
子育てのポイント『標語』

No.
288
No.
288 子

育
て

　もうすぐ小学校入学を迎える季節になります。初めての小学
校に子どもも保護者も期待と緊張、そして不安な思いも抱かれ
ることでしょう。そこで、入学にあたり、もう一度親子で考えてみ
ましょう。

◎早寝・早起き！睡眠は十分にとりましょう。
不要な雑音や光によって十分な睡眠がとれない環境は、脳の
発達の妨げになります。
◎大便はできるだけ朝すませておきましょう。
出なくても座る習慣をつけましょう。和式・洋式どちらのトイレ

でも安心してできることも大切ですね。

◎朝食はしっかりととりましょう。
空腹では頭も体も動きません。
◎食事時間は20分が目安です。
好き嫌いなく交互に食べられているでしょうか？

◎食事のマナーも大切です。
箸の持ち方、食器に手を添えているか、姿勢の保持なども見
直しておきましょう。

◎身のまわりのこと（着脱・片付け・手洗い）は自分で行う習慣を！
自分でできる「自信」をもてるように、たくさんほめてあげ

ましょう。できて当たり前のことにも、認める言葉をかけてあ
げると、どんどん意欲が高まっていきますよ。通学路の確認
も忘れずに！

◎話している人の方を見て聞くようにしましょう。
話を聞いて何をすればいいかを自分で判断できないと、自分

が困ってしまいます。
◎自分の気持ちを言葉で伝えられるようにしましょう。
ご家庭でも、お子さんの話を辛抱強く聞いてあげるよう心が
けてくださいね。

　就学前、今が絶好の機会です。子どもに寄り添って、これから
の育ちをぐんぐん伸ばす力をたくさん与えてあげましょう。ここ
で根付いた力は、これからたくさん芽吹き、きれいな花を咲か
せ、たくましく成長していくことと思います。

文責…高田保育所

整った生活リズムを

食事はしっかりと

自分のことは自分でできるように

話をよく聞き伝えられるように
子
育
て
ラ
ン
ド
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長与町のがんばる皆さんを応援します! !

 人口 42,673人 （ ＋ 31 ）
 世帯 17,047世帯 （ ＋189 ）

 男 20,400人 （ ＋　7 ）
 女 22,273人 （ ＋ 24 ）

出生 32人
死亡 23人

転入 130人
転出 110人

平成29年1月1日現在（前年比）

※住基法の改正により、2012年7月より外国人居住者数も含まれています人口のうごき
12月中のうごき

　長与町講座の卓球を受講していたメンバー
で、講座終了を機に卓球を続けたい人を誘っ
て、すでに活動していたトライに入会しまし
た。その仲間から1人2人と輪が広がり、今で
は12人で主にふれあいセンターで活動してい
ます。年齢は60歳から83歳で、平均年齢68
歳の個性豊かな皆さんです。昨年11月の町民
卓球大会では、男子個人戦Cクラスで1位、2
位、3位に入賞しましたが、一般の参加が少な
かったのが寂しく残念でした。
　また、夏季には潮井崎交流館でバーベ
キューを、冬季には場所を移して忘年会を実
施しています。今後さらに、活動を通して健康
にまい進します。

　冬は屋外での行事が少なくなりがちですが、
１月には成人式や消防出初式など多くの晴れ
やかな行事が行われました。今年も上記の行事
と、長与町ロードレース大会の取材に伺いまし
た。昨年は、雨天の中行われた大会でしたが、
今年は全国的な寒波の中開催されました。子ど
もたちの、スタート前の緊張した表情をカメラの
ファインダー越しに見ていると、走るのが苦手
でマラソン大会のたびにガチガチに緊張してい
た自分を思い出し、懐かしい気持ちになりまし
た。選手・応援・関係者の皆さま、お疲れさまで
した。

（岩と村とまこと）

が

全問正解者の中から抽選で30人の方へ粗品を進呈します。
（当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます）

お年玉クイズの答え

Q1. いちょうかおり
Q2. 鏡餅
Q3. ③9個

ご応募ありがとうございました！

お年玉クイズお正月
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対象：65歳未満で心や体の機能低下や閉じこもり予防が必要な方
会場：健康センター　時間：10：00～14：00
■問 健康保険課 ☎801-5820
（注）祝日は変更することがあります。実施日は上記と異なることがあります。
　　カレンダーでご確認ください。

就学前のお子さんの発達や子育てに不安がある親子に対し、専門
スタッフが相談・療育を行い、よりよい発達を促していきます。
会場：ほほえみの家
時間：9：00～16：00
■問 ひばり学級 ☎855-8568

対象：65歳以上の方

■問 介護保険課 ☎883-1111

会場：老人福祉センター
時間：9：45～14：00

火曜日

水曜日
会場：南交流センター
時間：9：45～14：00
金曜日
会場：長与町ふれあいセンター
時間：9：45～14：00

長崎県小児救急電話相談 ♯8000へ

お子さんの急な病気やケガなどで心配なとき、
ご相談ください。
（ダイヤル回線の方は☎822－3308へ）

ストーカー事案・夫婦間の暴力・児童虐待少年非行・
悪質商法、交通問題など

毎日19時～翌朝8時

■長崎県救急医療情報 http://www.pref.nagasaki.jp/kyukyu

月曜日～金曜日
内科・耳鼻咽喉科

小児科

内科・小児科

20：00～翌朝6：00

20：00～23：30

20：00～翌朝6：00土曜・日曜・祝日

内科・小児科 10：00～17：00及び
20:00～翌朝6:0012/31～1/3

■診療科目受付時間

長崎市夜間
急患センター
長崎市栄町2番22号　長崎市医師会館1階

820-8699
やかん に は ハ ロー きゅう きゅう

健康センター ☎855-8902 6855-8913

　心の健康相談
◎こども、女性、障害者支援センター
　・精神障害の相談………… ☎846-5115
　・こころの電話 …………… ☎847-7867
◎西彼保健所 ……………… ☎856-5159
◎役場健康保険課 ………… ☎801-5820

お気軽にご相談ください。

悩むより　かけて安心　＃9110

24時間緊急手術体制

長崎百合野病院 ☎857-3366

精神の病気をもつ方の交流の場です。
会場：老人福祉センター
時間：10：00～15：00
■問 福祉課 ☎801-5827

24時間電話を通じて健康をお届けします。
健康テレホンサービス ☎826-5511

（携帯電話不可）
0120-555-2032月のテーマ

月
火
水
木
金
土・日

大腸がんで命を落とさないように
O脚について
ヒトメタニューモウイルスを知っていますか
高齢者の難聴と耳鳴
手術前後のがん患者の口腔ケア
異所性妊娠

◎警察安全相談電話 ☎823-9110
◎時津警察署 　　　☎881-0110

就学前のお子
スタッフが相
会場：ほほえ

精神の病気を
会場：老人福
時間：10：00

対象：65歳未満
会場：健康セン
■■■健康保険課

5㊐
なかむら整形外科（整・リハ） ☎813-5515 長与

長崎腎クリニック（内・腎） ☎813-2777 時津

11㊗
森川内科クリニック（内） ☎813-4650 長与

サザンクリニック（心療内科・精神科） ☎881-7339 時津

12㊐
平井内科医院（内） ☎883-6565 長与

さがら整形外科（整） ☎814-2736 時津

19㊐
森内科クリニック（内・消・循・呼・リハ） ☎883-3131 長与

もとかわ耳鼻咽喉科（耳鼻・アレルギー科）☎886-8133 時津

26㊐
原田外科胃腸科クリニック（外・内・胃） ☎844-9100 長与

つかざき皮ふ科（皮） ☎813-2345 時津

5㊐
女の都病院（内・小） ☎847-8383 長与

藤本クリニック（消・内・外） ☎801-8862 時津

12㊐
大福地外科胃腸科医院（外・整・胃・皮・肛）☎883-3532 長与

おがわ眼科クリニック（眼） ☎886-8757 時津

2月・3月の救急医療在宅当番医
4㊏ ㈱イワナガ ☎883－3392

5㊐ ㈲眞生設備工業 ☎849－1585

11㊗ 滑石設備㈱ ☎856－2512

12㊐ ヒラセ設備 ☎860－3110

18㊏ ㈱松栄設備 ☎824－1793

19㊐ 星野管工設備㈱ ☎856－1161

25㊏ 田中設備 ☎883－1284

26㊐ ㈲アキヤマ住工 ☎847－4895

4㊏ ㈲長崎住宅設備 ☎842－7020

5㊐ ㈲池田設備 ☎827－8179

11㊏ 三昌商事㈱ ☎844－1393

12㊐ ㈲住吉設備 ☎844－5364

2月

3月

2月・3月の水道トラブル担当業者

2月

3月

※当番医は変更することがありますので、当日の新聞などで確認してください。
※当日の診療科目は直接医療機関へおたずねください。

24時間緊急手術体制　長崎百合野病院　☎857-3366
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