※応募者多数の場合は抽選となります。応募者全員に結

育

果を発送します。

ココロねっこ運動とは、子どもたちの心

更となる可能性があります。
料 無料

申 氏名とフリガナ、性別、年齢、住所、電話番号、希

望講座番号（①か②）、①の講座の受講経験の有無を

見直し、みんなで子どもを育てる県民運

記入のうえ、生涯学習課へ。

動です。

※①と②の講座は、同時受講できません。

●取り組んでほしい 10 項目「ココロねっこ 10」
できることから実践してみましょう。

①「早寝・早起き・朝ご飯」の生活のリズムを確立させま
②毎月第３日曜日（※標準日）は「家庭の日」です。家族
緒の食事や会話）
③学校・PTA 行事や地域行事に、すすんで参加しましょう。
④親の責任で携帯電話を持たせるときは、子どもたちを
保育所・幼稚園・学校では

⑤楽しい遊びや学び、わかる授業を展開し、たくましく
生きる力を育みましょう。
れるようにしましょう。
⑦あいさつ・声かけ運動を推進し、子どもも大人も顔見

随時受付・面接を行っています。

⑧子どもや子育て家庭を温かく見守り、相談にのりましょう。
企業では

⑨「ノー残業デー」を設定し、家族のだんらんを応援しま

※詳しくはお問い合わせください。

問 金子

☎ 883-3087
勤労青少年ホーム ☎ 883-6224

ヒップホップ、ジャズを踊りながら綺麗な身体を手に入
れたら素敵でしょう？

⑩学校、PTA 行事や地域行事に参加しやすい雰囲気や体
制を整えましょう。

で楽しく良い汗かきましょう。産後のアフタービクスにも。
小さなお子様連れ、カップルでの参加もお待ちしています。

、郵便
申 応募作品（ひらがなで作品の読み方も記載）

時 ７月 22 日㊏ 10 時～ 12 時

番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番

問 生涯学習課社会教育班

☎ 801-5682 FAX883-7151
〒 851-2185 長与町嬉里郷 659 番地 1
oubo.kyoiku@nagayo.jp

から購入を考えている方、楽しく勉強してみませんか？
時 ①はじめてのタブレット＆スマートフォン講座

７月 25 日㊋ 13 時～ 15 時
７月 26 日㊌ 13 時～ 15 時

所 高田地区公民館２階講座室
対 18 歳以上の町内在住の方

内 ① スマートフォン 電話、メール

インターネット検索、カメラ、地図・

通信アプリなど
② タブレット 料理・健康・占い・商品検索・地図・
読書アプリなど
定 各講座５～ 10 人
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他 当日は靴・飲料水・タオルを持って、直接お越しください。

くらし

開館時間 ８時 30 分～ 19 時

・長与町平和事業

時 ８月４日㊎～ 16 日㊌

主催 役場総務部総務課

長崎新聞金婚夫婦表彰
問 長崎新聞社事業部

☎ 844-5261

長崎新聞社では、結婚 50 年目を迎えられる、県内の

号、職業、この募集を何で知ったかを明記し、はがき、

金婚ご夫婦を表彰します。対象夫婦のお名前を新聞で紹

封書、FAX またはメールで北方領 土問題対 策協会

介し、表彰式にもご招待します。

まで。詳しくは協会ホームページをご覧ください。

対 1967（昭和 42）年１月１日～同年 12 月 31 日に結

〆 ９月 30 日㊏消印有効

婚された夫婦
申 役場などで配布のチラシに必要事項を記入して郵送

自衛官募集（試験案内）

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

申 問 自衛隊琴海地域事務所

ど、行政に関する苦情や要望を受け付け、解決や改善を

〆 ９月８日㊎

図ります。

自衛官候補生（男子）

時 ７月 26 日㊌ 13 時 30 分～ 16 時

草野

人権相談

☎ 884-2809

９月 24 日㊐～ 27 日㊌身体検査

堤惠美子 ☎ 856-4851

長崎行政評価事務所

するか、長崎新聞ホームページから申込み。

時 ９月 22 日㊎筆記・口述

所 上長与公民館

行政相談委員

☎ 801-5784

対 平成 30 年４月１日現在で 18 歳以上 27 歳未満

洋 ☎ 887-2457

自衛官候補生（女子）

☎ 849-1100

時 ９月 23 日㊏筆記・口述、９月 28 日㊍身体検査
対 平成 30 年４月１日現在で 18 歳以上 27 歳未満

問 総務課行政係

☎ 801-5781

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。

一般曹候補生（男女）

佐世保試験会場 時 ９月 16 日㊏
長崎試験会場・琴海試験会場 時 ９月 17 日㊐

対 平成 30 年４月１日現在で 18 歳以上 27 歳未満

航空学生（男女）
時 ９月 18 日㊊

海上要員

【特設相談所】
時 ７月 11 日㊋・25 日㊋ 13 時～ 16 時
所 長与町公民館

※高卒者（見込含む）または高専３年次修了者（見込含む）

【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）

対 平成 30 年４月１日現在で 18 歳以上 21 歳未満

所 長崎地方法務局

☎ 0570-003-110

対 平成 30 年４月１日現在で 18 歳以上 23 歳未満

航空要員

※高卒者（見込含む）または高専３年次修了者（見込含む）

〆 ７月 31 日㊊ 消印有効
他 表彰式は９月下旬から長崎、佐世保、諫早の３市で

順次開催

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、

カレンダー

カレンダー

スマートフォン、タブレットに触れたことがない方、今

所 勤労青少年ホーム４階軽スポーツ室

問 契約管財課

問 独立行政法人北方領土問題対策協会

平成 29 年度北方領土に関する
標語・キャッチコピー募集係 ☎ 03-5312-1011

ダンスエクササイズでボディーメイキング！ダンサー気分

長与駅コミュニティホールご案内

子育てランド
地元再発見

子育てランド
地元再発見

タブレット＆スマートフォン講座

北方領土に関する
標語・キャッチコピーを募集します

・
「手のひら」で横断の意志表示

図書館だより

図書館だより

しょう。

勤務日数 1 か月間に 10 日～ 14 日

・脇見・ぼんやり運転の防止

健康テラス

健康テラス

知りになりましょう。

タブレット

臨時職員

７月 26 日㊌ 19 時 30 分～ 21 時 30 分

地域では

②アプリ体験

〆 ７月 25 日㊋（郵送の場合は当日消印有効）

※スマートフォン、タブレットはこちらで準備します。

時給 817 円

ルドシートの正しい着用の徹底
特別広報

抽選結果はがき

DANCE ＆ BODY MAKING
無料体験レッスンのお知らせ

①高齢者の交通事故防止
③後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイ

他公社規定による。

第二次試験 一次試験合格者のみ後日通知

他 当日持ってくるもの

チャイルドシート」

スポーツ広場

スポーツ広場

⑥いじめや仲間外しがなく、安心して園・学校生活を送

初任給 120,300 円

時 第一次試験 ８月６日㊐

〆 ７月 19 日㊌ ※必着

深い愛情

重点項目
②飲酒運転の根絶

賞与 年２.6 月分

（直接持参、郵送、FAX、メール可）

「抱っこより

暮らしの情報

暮らしの情報

守るためにフィルタリングを必ずしましょう。

職員

スローガン

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

の絆を深めましょう。
（例：家族 10 分間読書、家族一

☎ 883-1106
〒 851-2128 西彼杵郡長与町嬉里郷 659-1
（役場敷地内・公用車車庫２階）
９時～ 17 時（土・日・祝日を除く）

情報通

情報通

家庭では

問 長与町公共施設等管理公社事務局

夏休み
イベント情報

夏休み
イベント情報

の根っこを育てるために、大人のあり方を

しょう。
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※５人に達しなかった場合は中止、または講座内容の変

平成 29 年 夏の交通安全県民運動
７月 11 日㊋～ 20 日㊍

長与町平和事業

長与町平和事業

７月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間
（ココロねっこ運動強調月間）」です

平成29年度給食調理員（職員・臨時職員）を
至急募集します

町のお仕事紹介

町のお仕事紹介

教

介護保険課 ) です。
時 ７月８日㊏・22 日㊏、８月 12 日㊏・26 日㊏

９時～ 12 時 30 分

※正面玄関をご利用ください。

利用時の注意点

・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。

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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