境

行政困りごとなんでも相談

情報通

☎ 865-9386
〒 851-2129 西彼杵郡長与町斉藤郷 1073 番地

提出書類 中央公共工事契約制度運用連絡協議会の統一
様式及び組合独自の電算処理カード
受付期間 平成 30 年１月 15 日㊊～３月９日㊎
持参：土・日・祝日を除く９時～ 12 時、13 時～ 17 時
郵送：平成 30 年３月９日㊎の当日消印まで有効

時 平成 30 年１月 24 日㊌ 13 時 30 分～ 16 時
所 ふれあいセンター

行政相談委員

堤惠美子 ☎ 856-4851
草野

長崎行政監視行政相談センター ☎ 849-1100

人権相談

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、

くらし

秘密は堅く守られます。

問 契約管財課

☎ 801-5784
〒 851-2185 西彼杵郡長与町嬉里郷 659-1

申請に関する提出要綱・電算処理カード（様式）は、

【特設相談所】
時 平成 30 年１月 16 日㊋、２月 13 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

も請求できます。返信用封筒（82 円切手貼付）を同封
のうえ、請求してください。

就職・スキルアップにつながるセミナーを
開催します
問 長崎地域雇用創造協議会

☎ 800-5654

申 長崎地域雇用創造協議会・ハローワークなどにある

場合は、新たに申請する必要はありませんが、経営規模

申込書を提出。長崎地域雇用創造協議会ホームペー

等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し）のみ更

ジからでも可。
IT スキルアップセミナー 基礎力編

Word・Excel・PowerPoint などを学 べ、自己 分析

９時～ 17 時（土・日・祝日及び 12 時～ 13 時を除く）

や履歴書の書き方なども含んだ就職に役立つ知識を身に

郵送の場合は、平成 30 年２月 28 日㊌消印有効

付けられる、全７日間の充実したセミナーです。
時 平成 30 年２月 15 日㊍・16 日㊎・19 日㊊・20 日㊋・

21 日㊌・22 日㊍・23 日㊎ 10 時～ 17 時

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、

24 日㊏ ９時～ 12 時 30 分
※正面玄関をご利用ください。

所 長崎県建設総合会館第２会議室（長崎市魚の町）
対 長崎市、長与町、時津町で就職を希望する方。

※学生不可

定 35 人（応募者多数の場合は抽選）
〆 平成 30 年２月２日㊎

0120-555-203

1月のテーマ
甲状腺機能低下症

火

突き指

水

な業務は、当日対応できません。また、内容によって

小児の救急シリーズ②腹痛

木

はお待ちいただいたり、受付できない場合もあります。

眼底検査について

金

薬物依存について

・国の機関や県、他の市町村への照会や確認などが必要

確認いただきますようお願いいたします。
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☎ 894-5555

① 時 平成 30 年２月６日㊋９時 45 分～ 12 時
（９時 30 分受付開始）

（携帯電話不可）

指のけがは、花より団子！

土・日 若い女性に多い子宮頸がんは

予防できます

電線付近で凧揚げを行ったり、電柱や鉄塔に昇ったりし
ないよう、お願いします。なお、万一凧が電線などにかかっ
た場合は、自分で取ろうとせず、お近くの九州電力まで
ご連絡いただきますよう、お願いします。

所 集合場所 特別養護老人ホームかがやき

② 時 平成 30 年２月 15 日㊍９時 45 分～ 12 時
（９時 30 分受付開始）

所 集合場所 特別養護老人ホームかがやき

ポリテクセンター長崎
平成 30 年度受講生募集

問 ポリテクセンター長崎訓練課

☎ 0957-22-2324
または最寄りのハローワーク窓口へ

内 火曜日 ロングコース（経験者対象）

木曜日 ウォーキング教室＆ショートコース

（初心者対象）
定 各回 20 人

訓練科や定員などはお問い合わせください。
料 無料（テキスト代などは自己負担あり）

料 無料

●４月入所コース（本訓練：訓練期間６か月）
時 施設見学会 平成 30 年１月 12 日㊎

開催有無に関しましては、問い合わせ先までお問い

２月２日㊎・23 日㊎、３月６日㊋

合わせください。

※２月 23 日㊎は訓練体験ができます。
選考日 平成 30 年３月 14 日㊌

NPO 法人
全国ゆめ未来支援協会主催セミナー開催
実践！！教育コーチング
～子どもの意欲と能力を引き出すために～

合格発表 平成 30 年３月 26 日㊊
訓練期間 平成 30 年４月３日㊋～９月 28 日㊎
申 平成 30 年１月 19 日㊎～３月１日㊍

●６月入所コース（導入講習１か月：本訓練６か月）

時 施設見学会 平成 30 年４月 18 日㊌、５月９日㊌

教育コーチングでは、子どもの自主性や自己肯定感を

※４月 18 日㊌は訓練体験ができます。

育むための手法を学びます。

選考日 平成 30 年５月 16 日㊌

時 平成 30 年２月４日㊐ 13 時 30 分～ 16 時 45 分

合格発表 平成 30 年５月 25 日㊎

所 NBC 別館２階メディア・ツー（長崎市上町 1-35）

訓練期間（導入講習）６月６日㊌～６月 28 日㊍

料 2,000 円

訓練期間（本訓練）７月３日㊋～ 12 月 26 日㊌

講師 一般社団法人 日本青少年育成協会主席研究員・
指導者育成委員長
株式会社対話教育研究所代表取締役 小山英樹 先生

申 平成 30 年３月 22 日㊍～５月１日㊋

消防出初式を実施します
時 平成 30 年１月９日㊋

式

町内放送の内容が確認できます！

典

時 10 時～

所 町民文化ホール

市中行進

時 11 時 20 分～

所 中尾城公園～役場

時 11 時 45 分～

所 図書館前

放水演習

時 12 時～

分列行進

◇電話での確認（フリーダイヤル）
☎ 0800-200-3312

所 皆前橋付近

◇メールでの確認方法

（あらかじめ登録をしていただく必要
があります）

QR コード

登録方法

登録用サイト
（http://mobile.nagayo.jp/mail/mobile/）

にアクセス→空メールを送信→ガイダンスに従って登録
（地域は『広域地域から選ぶ』を選択）

お正月
お年玉クイズ

お正月
お年玉クイズ

月

利用時の注意点

凧揚げの季節になりましたが、感電事故防止のため、

放送内容確認サービス

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

九州電力から感電事故防止のお願い

カレンダー

カレンダー

介護保険課 ) です。
時 平 成 30 年１月 13 日 ㊏・27 日 ㊏、 ２月 10 日 ㊏・

申 問 特別養護老人ホームかがやき

※玄関前の駐車場には駐車しないようお願いします。

子育てランド

子育てランド

役場の一部窓口を
第２・第４土曜日に開庁しています

ノルディックウォークinながよ

他 予約不要

図書館だより

図書館だより

受付場所 役場３階総務部契約管財課

― 納税は便利な口座振替で ―

料 無料

健康テラス

健康テラス

受付期間 平成 30 年２月１日㊍～２月 28 日㊌

所 老人福祉センター大ホール

他 希望者にはポールを無料貸出しいたします。雨天時の

年４月１日㊐から１年間です。平成 29 年に申請済みの

新となりますので、最新のものを提出してください。

１月 31 日㊌の引き落としですので、残高をご確認くだ

スポーツ広場

スポーツ広場

なお、今回は中間受付ですので、有効期間は平成 30

どなたでもお気軽にお越しください。
時 平成 30 年１月 24 日㊌ 13 時 30 分～（２時間程度）

暮らしの情報

暮らしの情報

町ホームページの入札・契約のページに掲載しています
ので、ダウンロードしてご利用ください。また、郵送で

納期限までに、お近くの金融機関またはコンビニエン

長与
よかとこめぐり

長与
よかとこめぐり

平成 30 年度建設工事等競争入札参加資格
審査申請書（追加分）の受付について

ＪＡと町の共催で野菜栽培講習会を開催しています。

町のお仕事紹介

町のお仕事紹介

け付け、問題解決のお手伝いをします。相談は無料で、

☎ 801-5785

スストアで納めてください。
（口座振替の方は平成 30 年
さい）

洋 ☎ 887-2457

隣近所とのトラブルなど、人権に関する様々な相談を受

・取扱いできる業務の詳細は、事前（平日）に各課へご

20

を図ります。

問 税務課住民税係

☎ 801-5836

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

提出方法

など、行政に関する苦情や要望を受け付け、解決や改善

問 産業振興課

長与の２０１７年 情報通

申 問 長与・時津環境施設組合

総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国の仕事

野菜作りを学んでみませんか

町県民税第４期の納期限は
平成 30 年１月 31 日㊌です

写真で振り返る

長与の２０１７年

写真で振り返る

平成 30・31 年度
「長与・時津環境施設組合」一般（指名競争）
入札資格申請書を受け付けます

新年あいさつ

新年あいさつ

環

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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