注意報をお知らせしますので次のことに注意しましょう。

境

①屋外での激しい運動を避ける。

②体に異常を感じたら、屋内で十分休む。
③眼や喉に異常があったら、きれいな水で洗眼やうがい
をする。

問 役場住民環境課環境係

☎ 801-5824
時津警察署 ☎ 881-0110

④症状がある場合は、保健所へ連絡。
十分に休憩をとって、眼や喉を洗い流せば、ほとんどの
場合回復します。
☆症状が改善しない場合は、医師の診察を受けてください。

・斉藤郷西側埋立地

・高田郷道の尾グラウンド

※指定場所に運搬できない地区は、事前に自治会長、消
てください。

長与町環境サポーター募集中
問 住民環境課環境係

☎ 801-5824

部会」があり、それぞれ町内各所で環境に関する様々な

集積場所内に、専用の回収箱を設置します。
精霊船の長さが２ｍ以上のものは、道路使用許可願を時

課環境係までご連絡ください。

津警察署へ提出してください。

●生ごみ減量部会

町の廃棄物対策行政の重点目標であるごみの減量化の

※申請期間７月７日㊎～８月７日㊊ ９時～ 17 時

に取り組んでいます。会員による減量化活動はもとより、

精霊流し説明会

精霊流しを行う場合は、①・②どちらかの説明会に必

各イベントでのゴミの減量化への啓発、ボカシを利用した

慣病の予防・改善に努めましょう。

・20 ～ 39 歳の男性：国保成人健診
後期高齢者医療制度加入の方
長与町民の方
前立腺検診・骨粗鬆症検診
・20 ～ 39 歳の女性：婦人の健診・子宮がん検診
※特定健診、後期高齢者健診には受診券が必要です。
※子宮がん検診は 20 歳から受けられます。その他の
各種がん検診は 40 歳からです。
の補助となりました。
※国保成人健診には受診券は必要ありません。

やすく楽しいごみの出し方などの説明を行っています。分

◆個別健診

別説明会においては、環境カレンダーに記載されていな

消してください。

い細かいところまで説明を行い、ご好評をいただいてお
ります。また、各イベントにて分別への協力を呼びかけ、

でください。
・集積場所の広さに限度があるため、精霊船の小型化に

ゴミステーションの清掃活動などを行っています。

斉藤郷西側埋立地

高田郷道の尾グラウンド

駐車場
長与港

公園

町民体育館 総合公園

集積
場所

道の尾駅

☎ 801-5824

オオキンケイギクは５月～７月頃にかけて、鮮やかな黄
色の花をつけ、日本各地の土手や河原などで見かけます。
コスモスに似てきれいですが、ご自宅のお庭や花壇に植

光化学オキシダントに注意しましょう！
問 西彼保健所

☎ 856-0691
長崎県環境政策課 ☎ 895-2356

光化学オキシダントは、大気汚染物質に太陽の光が作
用してできたオゾンのような刺激物質です。長崎県では、
４月～６月 ( 春 ) と９月～ 10 月 ( 秋 ) のよく晴れた日中に
濃度が高くなる傾向があります。
濃度が高くなったら、防災無線で光化学オキシダント
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ご支援と積極的なご参加をお願いします。

けんけつちゃん

教

育

時 ８月４日㊎・５日㊏ 所 健康センター 〆 ７月 21 日㊎

申 問 生涯学習課

☎ 801-5682

教育委員会では、成人式のスタッフを募集しています。

実施期間

町民はもちろん、町内の職場や学校へ通われている皆さ

・特定検診・後期高齢者検診：受診券配布日～平成 30
年３月 31 日㊏（祝日、休診日除く）

まも、ぜひ参加してみませんか。
・司会進行（年齢は問いません） ・二十歳の言葉

・婦人の健診・国保成人健診・各種がん検診・肝炎ウイル
所 長与町・時津町内の一部医療機関

・交通安全宣誓
・恩師の紹介

・謝辞

・受付（年齢は問いません）

※直接医療機関にお問い合わせください。

平成 30 年成人式
時 平成 30 年１月７日㊐

※詳しくは４月、各世帯配布の「平成 29 年度長与町健康

所 町民文化ホール

診査のお知らせ」をご覧ください。

・成人証書・記念品授与

受付 10 時

開式 11 時

該当者

◆同時受診のお知らせ

国保被保険者の方は特定健診が被爆者健診と同時受

平成９年４月２日から

平成 10 年４月１日生まれの人

えては絶対にいけません。オオキンケイギクは、日本の

診ができます。被爆者健診を受診される際には、年に１

生態系に重大な影響をおよぼすおそれがある植物として、

回は特定健診もあわせて受診してください。特定健診の

ことを自覚し、自ら生き抜こう

外来生物法による「特定外来生物」に指定され、栽培、

受診券は事前に送付しておりますので、健診当日にお持

とする若人を祝い励ます記念すべき日です。新成人の皆

ちください。

さまの門出を祝福するため、成人式を行います。

運搬、販売、野外に放つことなどが禁止されています。
県内でも、特定外来生物（植物）
「オオキンケイギク」
が確認されています。家庭内などでオオキンケイギクを見
※詳しくは環境省のホームページをご確認ください。

・集団健診：被爆者健診の会場で「特定健診も一緒に」
とお申し出ください。
・個別健診：健診を予約する際に「特定健診も一緒に」
とお申し出ください。
（個別健診は、長与町と時津町の
特定健診委託機関に限ります）

ノルディックウォーク in ながよ
申 問 特別養護老人ホームかがやき

放送大学 10 月生募集のお知らせ
問 放送大学長崎学習センター

☎ 813-1317

放送大学では、平成 29 年度第２学期の学生を募集中
です。心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科
学など、約 300 の幅広い授業科目があり、１科目から学

☎ 894-5555

① 時 ８月１日㊋ ９時 45 分～ 12 時（９時 30 分受付開始）
所 集合場所 町民体育館正面

② 時 ８月 17 日㊍ ９時 45 分～ 12 時（９時 30 分受付開始）
所 集合場所 町民体育館正面

「成人の日」は大人になった

カレンダー

金比羅橋

大
井
出
川

至赤迫

長与川

浄化
センター

至高田郷

カレンダー

ふ頭

浦上
水源地

問 住民環境課環境係

ています。皆さまの献血に対する温かな

子育てランド
地元再発見

子育てランド
地元再発見

道の尾防災センター

集積場所

オオキンケイギクは「特定外来生物」です！

ひとりの温かな心が多くの尊い命を救っ

図書館だより

図書館だより

プラスチック類の使用はできるだけ控えてください。

によって支えられています。そして、一人

新成人のみなさんで成人式を創りあげよう！

ス検診：11 月 30 日㊍まで（祝日、休診日除く）

ご協力ください。また、環境負荷の大きいビニール、

います。献血は、たくさんの人々の善意

健康テラス

健康テラス

・花火、爆竹などは人家近くや人の集まる場所ではしない

７月１日㊏から 31 日㊊までの１か月間
「愛の血液助け合い運動」が展開されて

スポーツ広場

スポーツ広場

◆集団健診

・精霊船を車両で運搬する場合は、灯ろう、線香の火は

ちょっとだけボランティア「献血！」
７月は「愛の血液助け合い運動」月間です

※今年度より乳がん検診・子宮がん検診は２年に１回

●分別指導部会

町内の清掃活動や皆さま方の自治会に出向き、分かり

・後期高齢者健診

・40 歳以上の男女：各種がん検診・肝炎ウイルス検診・

花の栽培などの活動を行っています。

所 時津警察署

ムかがやき地域交流センターで別プログラムを実施し

国民健康保険に加入の方

時 ８月８日㊋

① 10 時～、② 13 時 30 分～

お問い合わせください。
中止の際は、
特別養護老人ホー
ます。

◆健診の対象と種類

ず参加してください（約１時間程度）。

かけましたら、除去にご協力をお願いします。

14

年に一回は健診を受けて、健康状態を確認し、生活習

他 希望者にはポールを無料貸出しいたします。雨天時は

暮らしの情報

暮らしの情報

ため、有用微生物群（ＥＭ菌）を利用し生ごみの堆肥化

( 土・日・祝日除く）

☎ 801-5820

定 各回 20 人 料 無料

町民が参加する
地域のチカラ

町民が参加する
地域のチカラ

活動を行っています。加入を希望される方は、住民環境

【その他注意事項】

申 問 健康保険課健康増進係

・40 歳以上の男女：特定健診

環境サポーターには、
「生ごみ減量部会」と「分別指導

【供物など】

（初心者対象）

特定健診・がん検診のお知らせ

情報通

情報通

防団、役場住民環境課と協議し、責任をもって処理し

第３木曜日 ウォーキング教室＆ショートコース

夏休み
イベント情報

夏休み
イベント情報

【指定集積場所】

内 第１火曜日 ロングコース（経験者対象）

健

長与町平和事業

長与町平和事業

精霊流しは８月 15 日㊋
19 時～ 22 時までに指定場所へ

保

町のお仕事紹介

町のお仕事紹介

環

ぶことができます。入学試験はありません。全国に学習
センターが設置されており、サークル活動などの学生の
交流も行われています。資料を無料で差し上げています。
お気軽にご請求ください。
〆 出願期限 第１回：８月 31 日㊍

第２回：９月 20 日㊌
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