情報ひろば

■ 市役所（代表） ☎ 63-1111
■ 市保健センター ☎ 64-7713
■ 有明保健センター ☎ 68-5335

お知らせ

第 42 回島原市民音楽祭（無料）

市内の洋楽、邦楽、中学校吹奏楽・
合唱などの団体が、文化の秋に心を込
めて演奏します。
▶と き 11 月 14 日㈰
【午前の部】9 時 30 分 開演

【午後の部】13 時 30 分 開演
▶ところ 島原文化会館 大ホール
問社会教育課

「燃やせるごみ」全地区収集

11 月 23 日㈫は祝日のため収集し
ません。翌 24 日㈬に代替収集します。
８時までに指定の場所へごみを出して
ください。
問環境課

地域の「お宝」情報求めています

あまり知られずにひっそりと眠って
いる地域の「お宝」（文化財未指定を

含む）を調査して、未来の島原へ継承
します。珍しい植物や食文化、伝承（言
い伝え）、風景など何でも構いません。
問社会教育課

消費者トラブル防止講演会（無料）

消費者トラブルの未然防止策、解決策

を学びましょう。
▶と

き

11 月 27 日㈯

13 時 30 分 ～ 15 時 30 分

▶ところ

島原復興アリーナ

女性に対する暴力をなくす運動

窓口に連絡してください。
▶相談窓口

問市民協働課・消費生活センター

合併処理浄化槽設置補助金

※電話・メール 24 時間受付

5 ～ 50 人槽までの浄化槽で、浄化槽

☎ 0120-279-889( つなぐ はやく )
※チャット相談 12 時～ 22 時
・ＤＶ相談ナビ ☎＃ 8008（はれれば）

法の規定による構造基準に適合してお

・性暴力被害者支援

を受けて、当該年度内に浄化槽の設置を

・児童相談所虐待対応ダイヤル

※従前の生活排水処理の状況で補助の

問市民協働課または長崎県男女共同

り、令和３年度に補助金の交付決定通知
完了する人

対象とならない場合があります

▶補助金額

5 人槽：33 万 2 千円

6 ～ 7 人槽：41 万 4 千円

8 ～ 50 人槽：54 万 8 千円

▶浄化槽の水質検査と法定検査

保守点検の水質検査は、機器の正常な

作動を確認する目的のため、水素イオン
指数（ｐＨ）や透明度などの検査が行わ
れます。

法定検査は、浄化槽からの処理水が法

律に定める基準の水質になっているか
を通常の検査に加え水中の酸素消費量
を調べるＢＯＤ検査を行います。
問道路課

募

集

自衛官など
○自衛官候補生（陸・空男女）
▶資

格

18 歳以上 33 歳未満

▶試験日

12 月４日㈯

▶試験会場

大村駐屯地

▶受付期限

11 月 19 日㈮

○陸上自衛隊高等工科学校生徒

【一

般】募集人数

約 260 人

▶資 格 男子で中卒（見込含）17 歳
未満の人

▶一次試験

令和４年１月 22 日㈯・

▶試験会場

島原文化会館

23 日㈰

▶受付期限

令和４年１月 14 日㈮

11 月 12 日㈮から 11 月 25 日㈭は、 【推 薦】募集人数 約 90 人
「女性に対する暴力をなくす運動」強化
▶資 格 男子で中卒（見込含）17 歳
週間です。ひとりで悩まず、専門の相談
未満の成績優秀かつ生徒会活動など

・ＤＶ組織 +（プラス）

▶補助対象

city information

☎＃ 8891（はやくワンストップ）
☎ 189（いちはやく）
参画推進センターきらりあ（☎ 095822-4729）

女性の人権に関する相談

11 月 12 日㈮～ 11 月 18 日㈭は、
「女

性の人権ホットライン」強化週間です。
女性の人権ホットラインでは、女性の
人権に関するさまざまな相談に応じて
います。
▶相談窓口
☎ 0570-070-810
（平日）8 時 30 分～ 19 時
（土日）10 時～ 17 時
問市民協働課または長崎地方法務局
人権擁護課 ( ☎ 095-820-5982)

に顕著な実績を修め、学校長が推薦

できる人

▶試

験

11 日㈫

令和４年１月８日㈯～１月
※いずれか１日を指定

▶試験会場
ださい

事務所へ問い合わせてく

▶受付期限

12 月３日㈮

▶応募・問自衛隊島原地域事務所
（☎ 3759）

第２回消防設備士
▶試験日

令和４年１月 30 日㈰

▶種

甲種・乙種

▶試験会場
類

長崎市

▶受付期限

書面申請11 月 24 日㈬～12 月 ３日㈮

電子申請 11 月 21 日㈰～ 11 月 30日㈫

▶応募・問消防試験研究センター

長崎県支部（☎ 095-822-5999）

令和４年度小中学校給食用物資
新規納入業者

▶募集期間 11 月１日㈪～ 11 月 12 日㈮
▶資

格

市内に店舗または営業所、

事務所がある業者

▶申し込み・問島原市学校給食会
（☎ 2750）
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問＝問い合わせ先

☎＝電話番号

F＝ＦＡＸ番号

M＝メールアドレス

【注意】全ての事業やイベントは新型コロナウイルス感染症の状況によって中止や変更になる場合があります

年金に関する問い合わせ先

いきいき健康ポイントを貯めよう

予約専用☎ 0570-05-4890）または

べる」「体重を測る」などの日ごろの

諫早年金事務所（☎ 0957  1662、
市民窓口サービス課

健診の受診に加え、「朝ごはんを食

健康づくりへの取り組みに健康ポイン
トを付与します。50 ポイント貯まる

公民館・施設

と参加賞を進呈します。併せて、抽選

第 220 回市民文化講座（無料）
「庭に生かされて生きる」

島原半島に生まれ、庭師となり、
「四

明荘」を発見。自然と向き合い、地域

ステップ２ 健康ポイントをためる

ステップ３ ポイントカードを提出する

▶ポイントをためる期間

▶と き 11 月 20 日㈯ 10 時～ 12 時

▶ポイントカード提出期限

▶講

▶申し込み・問市保健センター

▶ところ

森岳公民館

▶定

50 人（先着順）

師
員

庭師

大ホール

宮本 秀利

氏

11 月 30 日㈫まで

国民年金コーナー

筆ペンで楽しく自由に書きましょう。

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書

全２回 13 時 30 分～ 15 時

県民税の申告においてその年に納付し

善センター）

ます。

▶と

き

11 月 17 日㈬・24 日㈬

▶ところ 三会公民館（三会農村環境改
▶定

員

10 人（先着順）

国民年金保険料は、所得税および市

た全額が社会保険料控除の対象となり
年末調整や確定申告で国民年金保険

▶申し込み・問三会公民館 （☎ 4505） 料を申告する場合は、１年間に納付し
た国民年金保険料の額を証明した社会
保険料（国民年金保険料）控除証明書

または領収証書の添付が必要になります。
社会保険料（国民年金保険料）控除

証明書については、11 月上旬に日本

薬園跡の薬草教室
ゆずジャム作り（無料）

さわやかで香りがよく、温熱作用の
ある柚子でジャムを作ります。
▶と き 11 月 19 日㈮ 10 時～ 15 時
▶ところ 旧島原藩薬園跡（小山町）

▶定 員 約５人（先着順）
▶各自準備品 昼食・水分・ジャム容器
（タッパーなど）
・タオル・エプロン
▶申し込み・問社会教育課

㈪から企業ＰＲ動画を公開します。
▶と き 12 月 4 日㈯・５日㈰
▶ところ 三菱重工総合体育館
（長崎市）

▶申込期限
【対 面】11 月 25 日㈭
【オンライン】12 月３日㈮ 12 時
問ジョブネットワークセンター
（☎ 095-843-6647）

12 月 17 日㈮

▶申し込み・問社会教育課

己書（おのれしょ）教室（無料）

地元企業と学生の交流会をオンライ
ン・対面で開催します。11 月 15 日

で 94 人に島原市特産品を贈呈します。 ▶対 象 大学・大学院・短期大学・
専門学校の全学年・留学生および保
▶参加は簡単！ 3 ステップ
護者など（既卒・高校生も可）
ステップ１ ポイントカードをもらう

のために活動し続ける宮本 秀利 氏の
生き方に学びます。

NAGASAKI しごとみらい博 2021

年金機構から送付されるので、申告を
行うまで大切に保管してください。

なお、家族の国民年金保険料を納付

した場合も、本人の社会保険料控除に
加えることができます。

「いい遺言の日」講演会（無料）

▶と き 11 月 15 日㈪
9 時 30 分～ 12 時
▶ところ 長崎地方法務局島原支局
▶内 容 自筆証書遺言書保管制度
および公正証書遺言

▶定 員 10 人（Zoom 受講は 100 人）
問長崎地方法務局総務課
（☎ 095-820-5901）

犯罪被害者週間
11 月 25 日㈭～ 12 月１日㈬

警察では、犯罪被害者やその家族な
どに対する被害の回復、軽減、再被害
防止などを図るため、民間被害者支援
団体や行政、医療、司法などの関係機

関と緊密に連携し、被害者の視点に
立った、支援活動を行っています。犯
罪被害にあった人の支援について考え
てみませんか。
問島原警察署警務課（☎ 0110）

健康・福祉

問市民窓口サービス課

諫早年金事務所出張相談
▶と

き

11 月 17 日㈬・24 日㈬、

12 月 15 日㈬、１月 19 日㈬

▶ところ
▶定

員

市役所 本庁舎 １Ａ会議室
８人

▶申込方法 相談開設日の２カ月前から
10 日前までにに予約してください

（電話予約可能）

問市民窓口サービス課
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運動教室「10 分間のウォーキング
教室」～はじめの一歩～
▶と

き

11 月 4 日㈭・25 日㈭

９時 30 分～ 11 時 30 分
▶ところ 有明保健センター
▶対 象 20 歳以上の市民 20 人程度

▶講 師 活水女子大学 阿南祐也先生
▶内 容 ウォーキングの実践、運動講話
▶申し込み・問市保健センター

問＝問い合わせ先
F＝ＦＡＸ番号

■ 市役所（代表） ☎ 63-1111
■ 市保健センター ☎ 64-7713
■ 有明保健センター ☎ 68-5335

☎＝電話番号
M＝メールアドレス

情報ひろば

【注意】全ての事業やイベントは新型コロナウイルス感染症の状況によって中止や変更になる場合があります
問島原文化会館（☎ 2111）または、
長崎県映画センター（☎ 095-824-

2974）

有明文化会館・有明図書館共催事業
上映会 アニメ「ふしぎ駄菓子屋銭
天堂 一巻」
（無料）
▶と

き

11 月 28 日㈰

（上映時間 90 分）

▶ところ
▶定

員

10 時～

有明総合文化会館
100 人

※入場無料ですが、整理券が必要です

有明文化会館と有明図書館で配布し

不用品コーナー
不用品の有効活用としてあっせんを

しています。詳しい内容は市ホームペー
ジで確認してください。

リフレッシュ健康体操教室
▶と

き

令和３年以降の年末調整説明会中止

年末調整に関する各種情報については、

国税庁ホームページを確認してください。
問島原税務署法人課税部門 ( ☎ 3818)

人口の動き

10 月１日現在（前月比）
■人 口
■男 性
■女 性
■世帯数

43,750 人（-48）
20,427 人（-35）
23,323 人（-13）
19,727 世帯（-33）

▶講 師 市陸上競技協会 柿原 孝則 氏
員

市政情報

死亡   47 人
転出   66 件

■ホームページ
■ＬＩＮＥ、Facebook、Twitter など
■ケーブルテレビ
・カボチャテレビ（土曜、日曜）
・ひまわりテレビ（月曜～金曜）
■ＦＭしまばら（88.4MHz）（月曜～金曜）
■新 聞 ・島原新聞 市役所欄（随時）
・長崎新聞 市政情報コーナー
（毎月第２・４火曜）

10 時～ 12 時

② 12 月 17 日㈮ 10 時～ 14 時

※①収穫・乾燥作業 ②焙煎・製粉作業
▶ところ
員

旧島原藩薬園跡（小山町）
約５人（先着順）

▶各自準備品

①水分・タオル・エプロン
ヒー容器（ビンなど）

▶参加料 1000 円（スポーツ保険料含む）
▶内 容 ストレッチ・体操 など

▶申し込み・問島原復興アリーナ
（☎ 2344）

島原文化会館自主事業
ジェルキャンドルを作ろう

ネズミモチ

霊丘公園体育館「無料開放デー」
▶と き 12 月４日㈯・18 日㈯
10 時～ 17 時

12 月 18 日㈯ 10 時～

▶ところ

▶ところ

島原文化会館

※ラケットやシャトルの無料貸出あり

▶参加料

1200 円（当日徴収）

▶申し込み・問霊丘公園体育館・弓道場

▶と

き

12 時（受付９時 30 分～）

▶定

員

15 人（申込制）

▶申し込み・問島原文化会館（☎
2111）

霊丘公園体育館・弓道場

▶利用種目

卓球、バドミントン

▶利用時間

１組１時間

（☎ 2206）

マスクケースを作ろう（無料）
▶と

き

12 月 18 日㈯

① 10 時 30 分～

９月中の動き

出生   25 人
転入   42 件

① 12 月 3 日㈮

▶申し込み・問社会教育課

18 日㈭ 10 時 30 分～ 11 時 30 分

20 人

・二中学校男子制服

き

②水分・タオル・エプロン・昼食・コー

▶定

・島高女子、日大女子制服

▶と

11 月 4 日㈭・11 日㈭・

・市内中高制服

・一中女子制服・体操服・ジャージ・コート

てコーヒーを作ります。

▶定

島原復興アリーナ

（お譲りください）

ているネズミモチ（薬木）の実を用い

または有明図書館（☎ 5808）

▶ところ

・セミダブルベット（畳）

健康維持に役立つ成分が多く含まれ

※原則、両日参加

（お譲りします）

・6 人掛け低いテーブル

薬園跡の薬草教室
ネズミモチコーヒー作り（無料）

ます

問有明総合文化会館（☎ 5800）

city information

▶ところ

島原文化会館自主事業
上映会「風の谷のナウシカ」

▶と き 12 月 12 日㈰ ① 11 時～
② 14 時 30 分～

▶ところ

▶鑑賞料

島原文化会館

大人（前売 800 円、当日

1000 円）、４歳以上高校生（前売
600 円、当日 800 円）

▶作

品

宮崎 駿

114 分／原作・脚本・監督：

▶定

員

② 14 時～

霊丘公園体育館・弓道場

各回 10 人（当日先着順）

問霊丘公園体育館・弓道場 （☎ 2206）

秋の無料ウォーキングデー

▶と き 11 月 16 日㈫～ 11 月 19 日㈮
９時～ 16 時

▶ところ 市営陸上競技場

▶利用種目 ジョギング、ウォーキング
※芝生を傷める行為は遠慮してください
▶申し込み・問市営陸上競技場
（☎ 6256）

18

