▼賃 金 時給７１０円
▼申し込み・問い合わせ先 秘書

します
自衛官候補生（女子）
▼資 格
歳以上 歳未満の人
▼受付期間 ８月１日㈯から９月
８日㈫まで
▼試験日 ９月 日㈮から９月
日㈫までのいずれか１日を指定
問い合わせ先
自衛隊島原地域事務所（☎３
７５９

夏休み子ども模擬裁判
参加者募集

お知らせ

「燃やせるごみ」全地区収集

月 日㈫は市内全地区の「燃
やせるごみ」を収集します。
ごみを出す人は、 時までに指
定の場所へ出してください。
▼問い合わせ先 環境課クリーン
資源班（☎内線１９３）

高齢者の社会活動の範囲を広
め、自立を支援することを目的に
高齢者福祉交通機関（タクシー・
バス・鉄道）利用券を交付します。
なお、本券は「障害者福祉交通
機関利用券」と重複して交付を受
けることはできません。
▼対象者 市内に住所を有する満
歳以上の人で次のいずれかに
該当する人
○本人が所得税非課税で自動車を
運転しない人
○自動車運転免許証を自主返納し
た人（所得税課税でも助成対象
となります）
※免許証を更新せず、失効した人
は対象となりません
▼交付枚数 １００円分の利用券
を年間 枚まで

「高齢者福祉交通機関利用券」
の交付申請受付

8

ら しの
情報
集

人事課人事班（☎内線１２６）

自衛官募集

27

▼と き
月５日㈬
①午前の部… 時 分～ 時
②午後の部… 時 分～ 時
▼ところ 長崎地方裁判所（長崎
市万才町）
▼内 容 刑事事件の模擬裁判、
○×クイズ、記念撮影など
▼参加費 無料
▼対象者 小学 ～６年生
※保護者の同伴が必要
▼募集人数 ①、②それぞれ先着
人 （保護者を含む）
▼申込期間
月 日㈬から 月
日㈬まで
▼申込方法 電話で申し込んでく
ださい
▼問い合わせ先 長崎地方裁判所
総務課（☎０９５‐８０４‐４
１１４）

平成 27.7.
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航空学生
▼資 格 高卒（見込含） 歳未
満の人
▼受付期間 ８月１日㈯から９月
８日㈫まで
▼一次試験 ９月 日㈬
一般曹候補生
▼資 格
歳以上 歳未満の人
▼受付期間 ８月１日㈯から９月
８日㈫まで
▼一次試験 ９月 日㈮・ 日㈯
自衛官候補生（男子）
▼資 格
歳以上 歳未満の人
▼受付期間 年間を通じて行って
います
▼試験日 受付のときにお知らせ

16 12
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新着情報は市ホームページで確認を！
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市役所パートタイマーの登録
市役所のパートタイマーの登録
者を募集します。
現在登録している人も再度登録
が必要です。
▼職 種 一般事務
▼資 格 市内在住の人
▼申込方法 秘書人事課および有
明支所に備え付けのパートタイ
マー登録申込書に自筆の履歴書
（写真貼付）を添えて、秘書人事
課人事班へ申し込んでください
▼受付期限 ７月 日㈮まで
▼登録期間 ８月１日から１年間
（期間内での随時雇用）
▼勤務時間 ９時から 時まで
（ ６時 間 勤 務 、 土 曜 ・ 日 曜 ・ 祝
日は休み）
31

■ 市役所本庁（代表）☎ 63-1111
■ 有明庁舎（代表） ☎ 68-1111
・有明支所
・産業部（産業政策課・しまばら
ブランド営業課・農林水産課）
・教育委員会（教育総務課・学校
教育課・社会教育課・スポーツ課）
・農業委員会
・ 水道課
■ 電子メール
info@city.shimabara.lg.jp

18

く

I nformation

http://www.city.shimabara.lg.jp/

I nformation

※年度途中で 歳になる人は交付
枚数が減る場合があります
▼受付開始日 ７月１日㈬から
▼受付場所 福祉課地域福祉班、
有明支所、三会出張所
▼臨時受付場所 受付開始日から
数日は、窓口が大変込み合い、
受付などに時間を要する場合が
ありますので、できるだけ臨時
受付場所を利用してください
①７月４日㈯ ９時～ 時 分
○島原文化会館（展示ロビー）
○三会農村環境改善センター
○杉谷公民館
○安中公民館
②７月５日㈰ ９時～ 時 分
○有明支所
○霊丘公民館
○白山公民館
▼持参品 申請者の印鑑（代理申
請の場合は代理者の印鑑も必
要 ）、 運 転 免 許 証 を 自 主 返 納 し
た人は「運転経歴証明書」また
は「申請による運転免許の取消
通知書」
▼申し込み・問い合わせ先 福祉
課 地 域 福 祉 班（ ☎ 内 線 ２ ７ ７ ）
または有明支所（☎内線５０７）

島原市医師会看護学校
オープンキャンパス

えている人を対象にオープンキャ
ンパスを開催します。
▼と き ７月 日㈯、８月 日
㈯
時～ 時
▼ところ 島原市医師会看護学校
▼内 容 模擬実習（ベッドメイ
キング体験、血圧・身長・体重
測定）
、教材の展示、在校生との
語らいなど
▼問い合わせ先 島原市医師会看
護学校（☎０７３０）

８月 日㈬、９月 日㈬・ 日
㈭
時から 時まで
▼ところ 市民窓口サービス課ロ
ビー
▼募集人数
人
※７月 日、９月 日は 人
▼申込方法 相談開設日の 日前
までに年金相談受付票による予
約（電話予約可）をしてください
※予約は相談日の カ月前から可
能です

10 19

年金に関する問い合わせ先

諫早年金事務所（☎０９５７
１ ６ ６ ３）・ 市 民 窓 口 サ ー ビ ス 課
国民年金班（☎内線２３２）

22

平成 27.7.

３‐３５８５）

諌早年金事務所職員による
年金出張相談（７月～９月）

▼と き ７月 日㈬・ 日㈬、

10

10

15

24

2

国民年金コーナー
平成 年度国民年金保険料
免除申請書の受付

経済的な理由などで国民年金保
険料の納付が困難な場合には、申
請により保険料の納付が免除・猶
予となる「保険料免除制度」や「若
年者納付猶予制度」があります。
日本年金機構で所得などを審査
し、承認されると７月から翌年６
月までの保険料の納付が免除（猶
予）される制度です。
万一、保険料の免除や猶予をせ
ず保険料が未納の状態で、障がい
や死亡といった不慮の事態が発生
すると、障害基礎年金・遺族基礎
年金が受けられない場合がありま
す。
▼受付開始日 ７月１日から平成
年度分免除申請を受け付けま
す（本人申請の場合、
印鑑は不要）
▼申請場所 諫早年金事務所国民
年金課もしくは市民窓口サービ
ス課国民年金班

27

27

25
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70

戦没者遺児の皆様へ

13

24

▶問い合わせ先 島原半島観光連盟（☎ 62-0655）

30

16

10 時～ 15 時
雲仙岳災害記念館

30

20

７月 26 日（日）

16

22

～島原半島の食の祭典「島原半島ジオ・マルシェ」～

10

22

日本遺族会では、国の委託を受
けて実施する「戦没者遺児による
慰霊友好親善事業」の参加者を募
集しています。
この事業は、戦没者の遺児を対
象として、戦没した旧戦域を訪れ、
慰霊追悼を行うとともに、同地域
の住民と友好親善を図ることを目
的としています。
本年は終戦 周年記念として、
洋上慰霊（南西諸島沖、台湾バシ
―海峡、マリアナ沖方面）を実施
します。
▼実施地域 西部・東部ニューギ
ニア、ミャンマー、フィリピン
など 地域
▼参加資格 戦没者の遺児
▼申し込み・問い合わせ先 長崎
県連合遺族会（☎０９５‐８４

22

16

看護に興味がある人や受験を考

15

75

くらしの 情報
市営総合運動公園庭球場

施設情報

実年・高齢者ソフトテニス教室

参加者募集

市民の健康体力づくりの一環として、実年・高齢者を対象とした「ソフトテニス教室」を次のとおり
開催します。
▶と

き

７月 25 日（土）～８月 23 日（日） 毎週土曜日・日曜日の６時から７時まで

▶ところ

市営総合運動公園庭球場

▶対象者

市内在住の実年・高齢者

▶参加料

800 円（スポーツ障害保険料）※参加料は、７月 25 日（開講式時）に持参してください

▶持参品

運動シューズ、スポーツウェア

▶申込方法

ハガキまたはＦＡＸにより、住所、氏名、年齢、電話番号、ラケット所有の
有無を明記して、スポーツ課または市営陸上競技場まで申し込んでください

▶申込期限

７月 17 日（金）まで

▶申し込み・問い合わせ先
スポーツ課（〒 859-1492

島原市有明町大三東戊 1327

市営陸上競技場（〒 855-0853
有明総合文化会館

☎ 68-5474

島原市上の原三丁目 5643-7

FAX 68-5480）

☎・FAX 64-6256）

有明総合文化会館文化事業「映画ば☆みゅ～会」

有明総合文化会館の文化事業として、家族で楽しめる映画鑑賞会を次のとおり開催します。
▶と

き

７月 25（土）
○ 10 時～ 「ももへの手紙」
○ 14 時～ 「硫黄島からの手紙」
○ 19 時～ 「硫黄島からの手紙」

▶ところ

有明総合文化会館

▶入場料

無料

７月 26（日）
○ 10 時～ 「ももへの手紙」
○ 14 時～ 「ももへの手紙」
○ 19 時～ 「硫黄島からの手紙」

※有明総合文化会館、島原文化会館、島原図書館、有明図書館、
各地区公民館で配布する入場整理券が必要です
▶問い合わせ先

有明総合文化会館（☎ 68-5800）

「ももへの手紙」「硫黄島からの手紙」

陸上自衛隊第４師団第４音楽隊巡回演奏会
長崎・福岡・佐賀・大分の４県を中心に公演を行っている
音楽隊の本格的な演奏をお楽しみください。
島原商業高等学校吹奏楽部との合奏もあります。
▶と

き

７月 25 日（土） 14 時開演（13 時開場）

▶ところ

島原文化会館

▶入場料

無料

大ホール

※自衛隊島原地域事務所で配布する入場整理券が必要です
▶問い合わせ先
23
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自衛隊島原地域事務所（☎ 62-3759）

陸上自衛隊第４師団第４音楽隊

I nformation
住民基本台帳の閲覧について（平成 26 年４月～平成 27 年３月）
住民基本台帳法の規定により、住民基本台帳閲覧の状況を次のとおり公表します
▶問い合わせ先 市民窓口サービス課窓口班（☎内線 181）
閲覧年月日

閲覧した機関

請求事由または利用目的の概要

平成 26 年 一般社団法人新情報センター
５月 27 日 事務局長 平谷伸次

閲覧に係る住民の範囲

青少年の生活と意識に関する調 有明町大三東甲 626 番地
査のため
満 16 ～ 21 歳の日本国籍を有する者 10 人

「長崎県次期総合計画策定に向
平成 26 年 公益財団法人ながさき地域政策研
けた調査業務」における県民ア 島原市内
８月 23 日 究所 理事長 脇田安大
ンケート調査のため
平成 26 年 一般社団法人新情報センター
８月 11 日 事務局長 平谷伸次

消費動向調査のため

全世帯

100 人

桜町、堀町、新町一丁目・二丁目、万町、
高島一丁目・二丁目、弁天町一丁目・二丁目、
中堀町 単身世帯の世帯主 40 人

平成 26 年 株式会社東京商工リサーチ長崎支 男女共同参画に向けての県民意
島原市内
10 月 27 日 店 支店長 山田祐二
識調査のため

満 20 歳以上

100 人

平成 26 年 一般社団法人中央調査社
12 月９日 会長 西澤豊

少子高齢社会における社会階層
有明町湯江丁
と移動に関する全国調査の対象
満 20 歳以上 79 歳以下の日本人男女 25 人
者抽出のため

平成 26 年 一般社団法人中央調査社
12 月 18 日 会長 西澤豊

自衛隊・防衛問題に関する世論 秩父が浦町
調査の対象者抽出のため
満 20 歳以上の日本人男女

平成 26 年 株式会社日本リサーチセンター
12 月 19 日 代表取締役社長 鈴木 稲博

生活意識に関するアンケート調 有明町大三東乙、有明町大三東甲
査の対象者抽出のため
20 歳以上の男女 15 人

15 人

平成 27 年 株式会社ビデオリサーチ
１月 22 日 代表取締役社長 秋山創一

弁天町一丁目・二丁目、白土桃山一丁目・
全国たばこ喫煙者率調査の対象
二丁目 大正 14 年５月１日～平成７年４
者抽出のため
月 30 日生まれの男女 20 人

平成 27 年 一般社団法人中央調査社
2 月 12 日 会長 西澤豊

生活と意識についての国際比較 江里町
調査の対象者抽出のため
20 歳以上 89 歳以下の日本人男女

お や こ

de

砂糖不使用でもバナナの自然の甘みの健康おやつ
バナナなど果物を加熱すると、甘みを強く感じやすく

ク ッ キ ン グ

なり、砂糖を使わなくても自然の甘みになります。
また、ミニトマトとバナナの組み合わせは、カリウム

夏休みに親子で作ってみませんか

プチトマトとバナナの揚げワンタン
1 人分栄養価

＊エネルギー 102kcal

を多く取れるので夏バテの予防にもなります。
夏休みに夏バテ予防のおやつを、親子で楽しく作って
みませんか。

材料（２人分）

作り方

●プチトマト………３個
●バナナ………１／２本
●ワンタンの皮……６枚
●揚げ油……………適量

①プチトマトは半分に、バナナは１㎝厚さの輪切
りにする
②ワンタンの皮にバナナ、プチトマトをのせて包
む
③ ②を油でカラッと揚げる

人 の動き（６月１日現在）
●人

口 46,992 人（＋

●男

性 21,772 人（＋ 10）

●女

性 25,220 人（－ 10）

0）

●世帯数 19,206 世帯（＋ 34）
出生
転入

36 件
85 件

死亡
転出

15 人

54 件
69 件

情報発信

市政情報などは、次の方法でも情報発信しています

●島原市ホームページ（http://www.city.shimabara.lg.jp/）
●ケーブルテレビ
・カボチャテレビ（土曜 8:30、10:00、18:00、21:00、翌 2:00、翌 5:00
日曜 8:00、15:00、18:00、21:00、翌 2:00、翌 5:00）
・ひまわりテレビ（月曜～金曜 18:45）
●コミュニティＦＭ ＦＭしまばら（88.4MHz）（月曜～金曜 ９:10、15:10）
●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）

平成 27.7.
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くらしの 情報
市民相談センターのご案内
７月の市民相談は、次の日程で市民相談センター（☎内線
184）で無料相談を行います。なお、行政相談のみ有明福祉
センターでも受け付けます。
◆行政相談
〈市民相談センター〉
７月 ７日（火） 13 時～ 15 時
７月 21 日（火） 13 時～ 15 時
〈有明福祉センター〉
７月 １日（水） 13 時～ 15 時

古瀬行政相談委員
金子行政相談委員
宇土行政相談委員

◆人権相談（人権擁護委員）
７月 １日（水） 13 時～ 16 時
◆弁護士法律相談（弁護士）
【要予約 月初めから予約受付】
７月 16 日（木） 13 時～ 16 時
◆相続・遺言・任意後見・各種契約など
公証人法律相談（島原公証役場 公証人）
７月 22 日（水） 13 時～ 16 時
◆交通事故巡回相談（県交通事故相談員）
７月 23 日（木） 10 時～ 16 時
◆不動産に関する相談
（県宅地建物取引業協会）
７月 27 日（月） 13 時～ 16 時

気軽に相談して
ください

・介護保険料（第１期）
の納期限は

７月 31 日（金）です

納付には、便利な口座振替（自動振込）をお
勧めします。申し込みは、
各金融機関、
郵便局（ゆ
うちょ銀行）
、島原雲仙農協、長崎信漁連などで
受け付けます。
また、税は主なコンビニエンスストアでも納
付することができますのでご利用ください。
＜問い合わせ先＞

●固定資産税…税務課固定資産税班（☎内線 173）
●国民健康保険税…税務課市民税班（☎内線 176）
●後期高齢者医療保険料、介護保険料…保険健康課
後期高齢・介護班（☎内線 233・234）

○有明図書館 ( ☎ 68 － 5808） 開館時間…９時～ 18 時

７月の休館日…１日（水）
・７日（火）
・14 日（火）
・21 日（火）
・28 日（火）
・31 日（金）

7 月の催し

「黄金の時」

堂場 瞬一 著

文藝春秋

野球嫌いのはずの父の遺品の中にある
一枚の写真。そこにはアメリカで野球を
している若き日の父が…。「父と子」不
器用な三世代の男たちを、「野球」を通
して描いた感動の物語。

「竜宮電車」

堀川 アサコ 著

徳間書店

子どもの頃に夢見た人生を叶えられな
い大人たち、親の事情でつらい現実を生
きる子どもたち。思い通りにならない、
うまくいかない人生。もし、願いを叶え
てくれるアイテムがあったら…。

■「朝が来る」
辻村 深月 著

文藝春秋

■「公器の幻影」
芦崎 笙 著

小学館

■「水死人の帰還」
小野 正嗣 著

文藝春秋

平成 27.7.

・国民健康保険税（第１期）
・後期高齢者医療保険料（第１期）

７月の休館日…６日（月）・13 日（月）・20 日（月）・27 日（月）・31 日（金）

新刊図書紹介
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・固定資産税（第２期）

○島原図書館（☎ 64 － 4115） 開館時間…９時～ 18 時（金曜は 20 時まで開館）

図書館
通信

■「まったなし」
畠中 恵 著

納期限のお知らせ

文藝春秋

島原図書館
■ たなばたまつりおはなし会
４日（土）11 時～
■ おはなしのじかん
11 日（土）・18 日（土）11 時～
■ 手作り講座「こけ玉作り」（先着 20 人※申込制）
11 日（土）11 時～
■ 科学教室「空気の力を体感しよう！」
（先着 15 人※申込制）
19 日（日）10 時～
■ おはなしひろば
25 日（土）11 時～
■ 郷土史を学ぼう会
25 日（土）14 時～
「高力忠房について」（講師：林田 崇 先生）
「深溝世紀 巻四」（講師：松尾卓次 先生）
■ 夏休み映画会「こびと観察入門」 28 日（火）14 時～
■ おりがみ教室
30 日（木）10 時～

有明図書館
■ ちいさなおはなしかい
11 日（土）14 時 30 分～
■ 夏休み上映会「学校の怪談～戦慄の校外編」
22 日（水）13 時 30 分～
■ こんね夏まつり
「こわ～いおはなしかい」
、
「工作広場」など 25 日（土）
※時間など詳しくは有明図書館へ問い合わせてください
■ 夏休みこども講座「島原半島むか～しむかし そして今…」
30 日（木）13 時 30 分～
■ 夏休み図書館応援団
７月 23 日（木）～８月９日（日）
※時間など詳しくは有明図書館へ問い合わせてください

