情報ひろば

10 月 1 日（水）

萱瀬住民センター（午後のみ）

国民年金保険料の納付は前納や口
座振替がお得です

ＮＨＫ放送受信料の免除が受けら
れる障害者世帯が増えました

障害者を構成員とする世帯のＮＨＫ放送受

信料免除基準が 月１日から変わります。

０１２０

■障害福祉課

５１５

☎⑳７３０６

１５１

◇全額免除 身体障害者手帳（１ 級〜６ 級）
、
療育手帳（Ａ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２）
、精神障害
者保健福祉手帳（１級〜３級）を持っている人
がいる世帯で、世帯員全員が市民税非課税の
場合
◇半額免除 次の人が世帯主で契約者の場合
・身体障害者手帳１級または２級（視覚障害者
または聴覚障害者は１ 級〜６ 級）を持ってい
る人
・療育手帳Ａ１またはＡ２を持っている人
・精神障害者保健福祉手帳１級を持っている人
申請場所 高齢者・障害者センター（生きが
いサポートセンター・西三城町）
持参品 印かん、各種手帳
※すでに全額免除を受けている人は、新たな
手続きは必要ありません。現在半額免除を受
けている人で全額免除に該当する人、今まで
免除を受けていない人で免除に該当する人は
手続きが必要です。
問い合わせ先 ＮＨＫ視聴者コールセンター

10

お知らせ
原爆被爆者健康診断を実施します

（午後の部）
13：00 〜 14：00

30 日（火） 市コミセン

◇前納制度 年度分（翌年３月まで）の保険料
を早く納付することで保険料が割引になりま
す。
◇口座振替制度 口座振替にすると納付書で
納めるよりも割引が多くお得になります。また
納めに行く手間が省け、納め忘れもなく便利で
確実です。
振替方法 毎月納付（翌月末振替）
・毎月納付
（当月末振替による早割）
・６か月前納・１年
前納

☎１６６６

９３３

｜

口座振替の手続方法 金融機関や郵便局、社会
保険事務所でお申し込みください。

２３４

｜

■諫早社会保険事務所

０１２０

7

恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚
者の皆さまへ
平和祈念事業特別基金では、請求手続きを
さ れ て い な い 恩 給 欠 格 者、 戦 後 強 制 抑 留 者、
引揚者の「ご本人」に、
「特別慰労品」を贈呈
しています。過去に内閣総理大臣名の書状な
どを受けた人も対象となります。請求用紙は
福祉政策課窓口に置いていますので、未請求
の人は早めに請求してください。
請求期限 平成 年３月 日
31

■福祉政策課（内線１５１）

｜

（午前の部）
9：30 〜 11：00

26 日（金）

電話番号
問い合わせ先 平和祈念事業特別基金

21

三浦住民センター（午後のみ）

■福祉政策課（内線１５６）

｜

9 月 24 日（水） 中地区公民館

市役所代表
☎ 4111
三浦住民センター
☎ 6475
鈴田住民センター
☎ 2023
西大村住民センター
☎ 3725
竹松住民センター
☎ 8314
萱瀬住民センター
☎ 7001
福重住民センター
☎ 8614
松原住民センター
☎ 8501
水道局代表
☎ 1111
市民病院代表
☎ 2161
高齢者・障害者センター
☎⑳ 7301
男女共同参画推進センター
☎ 8715
清掃センター
☎ 3100
7

松原住民センター（午前のみ）

2 日（木）

鈴田住民センター（午前のみ）

25 日（木）

受付時間
ところ
と き

3 日（金） 竹松住民センター

14
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９月の定例相談日

11日
（木）

行 政 相 談
9：30〜正午

人 権 相 談

16日
（火） 10：00〜15：00
17日
（水）

10
22

12

36

30

30

10

30

事前予約制

交 通 事 故 相 談
不 動 産 相 談
13：00〜16：00

※法律相談（10：00〜15：00）は事前に
ご予約ください。
（電話でも受け付けます）
※そのほかの相談の受け付けは、相
談時間に直接お越しください。ただ
し、終了間際にお越しになると相
談に応じられない場合があります
ので、早めにお越しください。
※法律・行政書士・不動産・人権相談は、
相談員が交代制となっています。
（詳しくは、お問い合わせください）

☎095（826）
5511（長崎）
☎0956（23）
4300（佐世保）

広報おおむら 2008 年 9 月号

9 月 8 日㈪〜 14 日㈰、午前 8 時 30 分〜午後 7 時
※ただし 13 日㈯・14 日㈰は午前 10 時〜午後 5 時

7 0120-007-110（全国共通・無料）
※電話相談所は上記期間以外の平日（土・日曜日、祝日を除く月曜日〜金曜日の
午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分）も行っています。

■問い合わせ 長崎地方法務局 ☎ 095（820）5982

ha

90
20

90
30

森林の伐採・開発は事前に手続き
が必要です

（土）
（日）男性高齢者の排尿困難

強化週間

森林を伐採・開発するときは、たとえ自分
の森林であっても、森林法により事前に手続
きが必要です。
【伐採するとき】
届出の期間・届出窓口
○普通林の主伐・間伐…伐採の 日〜 日前
までに農林整備課へ届け出てください。
○保安林の間伐…伐採の 日〜 日前ま でに
農林整備課へ届け出てください。
○保安林の主伐…届出の期間は、伐採する森
林の種類や伐採の方法のよって異なりますの
で事前にお問い合わせください。届出窓口は
県長崎林業事務所になります。
【１ 以上の開発を行うとき】
申請書の種類 林地開発許可申請書
申請窓口 県長崎林業事務所

（月）糖尿病はなぜこわいか
（火）骨粗しょう症はなぜこわいか
（水）中学１年生・高校3年生の麻しん・
風しんの予防接種
（木）緑内障はなぜこわいか
（金）医療費は高いのか安いのか

いじめ、体罰、虐待など子どもの人権問題への相談に応じるため、電話相
談所を開設しています。相談は法務局職員および人権擁護委員が担当し、秘
密は固く守られますので、安心してご利用ください。

☎０９５（８４３）３００１

９月の健康テレホン

全国一斉「こどもの人権 110 番」強化週間

■農林整備課（内線２６５）
県長崎林業事務所

■申し込み・問い合わせ
地域げんき課 市民110番
☎ 4111
（内線193）

15

68

法 律 相 談

24日
（水） 10：00〜16：00
26日
（金）

32

市有地を売却します

行 政 書 士 相 談

10日
（水） 13：00〜16：00

所在地・地目・面積
①諏訪２丁目 番１、宅地、２３３・４８㎡（約
坪）
②諏訪２丁目 番３、宅地、１０５・２７㎡（約
坪）
受付期間 ９月１日㈪〜 日㈫
受付時間 午前８時 分〜午後５時 分
※昼休み、土・日曜日、祝日を除く
売却方法 一般競争入札
入札日
月 日㈬、午前 時
受付・申込書配布場所 用地管財課
※提出書類や要領は市のホームページからも
ダウンロードできます。

10：00〜15：00

■用地管財課（内線２３７）

４日
（木） 人 権 相 談

地籍調査にご協力ください

事前予約制

９ 月から現地立会いを行います。土地所有
者の皆さまには、立会いに関しての文書をお
送りしています。ご協力をお願いします。
調査区域 池田２丁目の一部、荒瀬町の一部

３日
（水） 法 律 相 談

■用地管財課（内線３５８）

すべて無料で行っています。
お気軽にご相談ください。

９月 日〜 月 日は「秋の農作業
安全運動月間」です

30

88

13

はん

（月）

秋の農繁期を迎え、農作業時に農業機械を
使用する頻度が増えてくると、農作業事故発
生の危険性が高まります。
農作業事故は、トラクターなど農業機械の
運転操作の誤りによる転倒や転落が多く、農
地以外の道路や敷地内においても発生してい
ます。また、 歳以上の人による事故が全体の
％を占めています。
長時間の作業はこまめに休憩をとりながら
行い、機械作業時には万一の事故に対処でき
るよう、トラクターなどに安全キャブやフレー
ムなどの安全装備をつけるとともに、２人以
上で農作業を行うよう努めましょう。

15

■農業水産課（内線２５５）

９

「敬老の日」はごみの収集を行います

ストーカー、夫婦間の暴力、
児童虐待、少年非行、悪質商
法など、事件・事故に至って
ない場合でも、県民の安全を
守るため年間を通じて相談に
応じています。9月11日は「警
察相談の日」として、出張相
談所を開設します。
開 設 日
9月11日㈭
開設場所
大村警察署（終日）
萱瀬住民センター
（午前9時〜午後5時）

月 日 は「敬 老 の 日 」で 休 日 で す が、
燃やせるごみの収集を行います。収集日が月
曜日の地区は、当日の８ 時 分までに出して
ください。ただし、清掃センターへの持ち込
みはできません。
■清掃課 ☎ ３１００

9月11日は「警察相談の日」
出張相談所を開設します

60

10
12

各種相談窓口のご案内
◇高齢者専用相談窓口
☎095（823）4165（良い老後）
◇警察安全総合相談室
☎「♯9110」
◇女性被害110番
70120-783-814

◇暴力団（暴力追放テレホン）
☎ 095（822）0007
◇少年の悩み（ヤングテレホン）
70120-786-714

◇悪質商法110番
☎ 095（822）5100
ひとりで悩まずお気軽にご相談
ください。

市民会館

と

き

9月17日㈬
18日㈭

西大村

中地区公民館

竹松・萱瀬

竹松住民センター

三

浦

三浦住民センター

松原・福重

松原住民センター

19日㈮
22日㈪
24日㈬

検査時間

午前10時30分〜正午、
午後1時〜 3時
午前10時30分〜正午
午後1時30分〜 3時
午前10時30分〜正午、
午後1時〜 3時
午前10時30分〜 11時30分
午後1時30分〜 3時

■問い合わせ 長崎県計量検定所 ☎095（844）
9892

10
15

30

９

９

26

25

９月は「障害者雇用支援月間」
月は「高年齢者雇用支援月間」

■問い合わせ
大村国際交流協会
（地域げんき課内・内線184）

大村・鈴田

ところ

障害のある人や高齢者の雇用について、雇
用主の皆さんのご理解とご協力をお願いしま
す。
◇障害者就職面接会
（県南会場）
とき
月 日㈭、午後１時〜４時
ところ 県立総合体育館（長崎市油木町）
（県北会場）
とき
月 日㈮、午後１時〜４時
ところ 佐世保市体育文化館
（佐世保市光月町）
■長崎労働局職業対策課
☎０９５（８０１）００４２

と き 9月27日㈯
午後1時30分〜
ところ 市コミセン

検査対象地区

◇高年齢者・障害者雇用支援のつどい
とき
月 日㈬、午後１時 分〜４時
ところ ウェルシティ長崎（長崎市茂里町）
内容 体験発表、パネルディスカッションなど

シントラ市ホームステイ派遣事業
事後報告会

はかりを取引や証明に使用している場合は、次の日程で検査を受けてください。
家庭で使用しているもの、民間の計量士に検査を受けたものは必要ありません。

■県産業労働部雇用労政課
☎ ０９５（８９５）２７１４

■問い合わせ
大村警察署 ☎0110

はかりの検査を行います

10
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16

９月のまちかど市民ギャラリー
１日〜 日 写真（フォトハイクの会）
日〜 日 パッチワーク（山口登女加）
モラ、洋服（島内藤子）
日〜 日 水彩画（大村水彩画クラブ）
日〜 日 陶芸［備前焼］
（岩本修一・哲也親子展）
日〜 日 南画（井上清子）
■まちかど市民ギャラリー ☎１２１６

親子映画会

とき・ところ
月 日㈯
［中地区公民館］午前 時〜 時
［郡地区公民館］午後１時 分〜２時
上映アニメ
・ハローキティのかぐや姫
・おじいちゃんはボクのヒーロー
・きつねとぶどう

谷原誠 著 三笠書房

﹁ するどい
﹂
﹃ 質問力 ﹄

☎３１６１

とき 毎月第２土曜日、午前 時〜
ところ 郡地区公民館
対象 児童、幼児と保護者
内容 本の読み聞かせなど
■郡地区公民館 ☎３３３７

時

分

分

９ 月 か ら「 お は な し た い む 」 の 時
間が変わります

■視聴覚ライブラリー

13

し

☎⑳７３０６

日本放送出版協会

10

催
大村湾沿岸一斉清掃
分

アトリエぽれぽれ開設 周年記念上映会

とき
月 日㈰、午前 時 分〜８時
（雨天中止）
集合場所 大村公園 南堀駐車場
※軍手、ごみ袋は準備します。
■大村湾をきれいにする会大村支部
（環境保全課内・内線１４３）
30

上映映画 「ふるさとをください」
（大路恵美
主演）
とき ９月 日㈬、
（昼の部）午後２時 分〜
（夜の部）午後７時〜
ところ さくらホール
入場料 一般１，０００円（当日券１，２００
円）
、障害者・学生８００円、小・中・高校生
６００円
前売券発売所 アトリエぽれぽれ（こどもセ
ンター内）
、シーハットおおむら
※視覚障害者用の副音声、聴覚障害者用の字
幕あります。

■障害福祉課

あつ

12 ６

〜ＮＨＫ大河ドラマ・ストーリー〜﹂

﹁篤姫後編

24 19

ＮＨＫ大河ドラマ
﹁ 篤姫 ﹂
の完全公

30

ホームページ http://www.lib.omura.nagasaki.jp

11

■問い合わせ 市立図書館
☎ 2457 5 2514

30

式ガイドの後編︒篤姫役の宮﨑あお

９

﹁質問﹂は︑
わからないことを聞くため
だけでなく︑﹁ 問 題 解 決 ﹂や﹁ 相 手 を 説
得する﹂など︑
さまざまな効果を手に入
れられます ︒ビジネスに︑人 生に役 立つ
﹁するどい
〝質問力〟﹂を身につける方法
を紹介した本です︒
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17

30

11

30

11

７

いと徳川家定役の堺雅人の対談﹁夫

■国土交通省 長崎空港事務所 ☎ 6151

30

30

婦愛︑
魅せます﹂も掲載︒

楽しいイベントを予定しています。
家族そろっておいでください。

７

10

20 13

9月20日
（土）午前10時〜午後3時
長崎空港 花文字山

21

10

25

長崎空港「空の日フェスタ」

９

容

ＩＴ基礎
ワード2003

22

ＩＴ基礎
初めてエクセル 2003 を使 4日、11日、18日、25日
エクセル 2003 用する人
毎週土曜日

23

ＩＴ基礎
パソコン入門

10 月の開催日

初めてワード 2003 を使用
する人

2日、9日、16日、23日
毎週木曜日

基本から学びたい人

7日、14日、21日、28日
毎週火曜日

受講料

申込期限
9月18日（木）

1,050円
9月20日（土）
2,100円

※時間はいずれも午後１時30分〜3時30分

9月23日（火）

集

21

対象

募

内

ＩＴ講習会受講生

■情報交流プラザ☎ ００９５

講座番号

※受講料はテキスト代

と こ ろ 情報交流プラザ 定 員 各講座20人（申し込み多数の場合抽選）
申込方法 往復はがき、または e メールに希望講座番号・住所・氏名・年齢・性別・電話番号を記入のうえ、
お申し込みください。ｅメールの場合、件名に「IＴ講習会申込」とご記入ください。
申 込 先 〒856－0022 雄ヶ原町1298－29 大村市情報交流プラザ
plaza@octp-net.ne.jp

（金）

30

12

9

1
10 （月）
（月）
1
19
（水） （金）

市営住宅入居者

19

☎４１５１

（火）

募集住宅 竹松アパート１号棟（新築）
※エレベーター付５階建
募集戸数 ○車いす向け（２ＬＤＫ）１戸
○多子世帯向け（３ＬＤＫ）１戸
※ 歳未満の子どもが３人以上いる世帯
○一般世帯向け（３ＤＫ）数戸
※単身者は申し込みできません。
申込期間
月 日 〜 日
入居予定日
月１日
抽選日および場所
月 日 午前 時 分、
市民会館
※家賃は、世帯の収入によって異なります。
※すでに空家入居の申し込みをしている人も、
今回の入居を希望する場合は申し込みが必要
です。
※犬（身体障害者補助犬を除く）
、猫などのペッ
ト類は飼育できません。
◇今月は空家の入居者募集は行いません。

（水）

■大村都市開発

60
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県ねんりんピック大会
グラウンドゴルフ（団体戦）予選大会

平成 年５月に開催される県大会の予選大会
を行います。
とき
月１日 、午前８時 分開会
※雨天順延
ところ 市陸上競技場
参加資格
歳以上、１チーム６人
申込方法 電話でお申し込みください。
申込期間 ９月９日 〜 日

■大村市老人クラブ連合会事務局
（総合福祉センター内） ☎６０１０

10

18

9

30

サンセットウオーキング参加者
と
き
と こ ろ
参 加 料
持 参 品
定
員
申込方法
申込期限
申 込 先

9月23日（火・祝） ※市コミセンに午後１時30分集合
稲佐山（佐世保市）
2,500円（１人）
軽食、水筒、雨具など
70人（申し込み多数の場合は抽選）

はがきに講座名・住所・氏名・年齢・電話番号を記入のうえ、お申し込みください。
９月12日（金）
〒856－0836 幸町25－33
大村市レクリエーション協会事務局（市コミセン内）

■問い合わせ

大村市レクリエーション協会事務局（市コミセン内）☎ 3161
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九州電力からのお知らせ
台風時の停電に備えて

ひがん花まつり 9/21（日）〜23（火・祝）

●停電への備え

鉢巻山展望所

強風で飛ばされるおそれがあ
るものは、
あらかじめしっかり固
定しましょう。

鉢巻山の山頂一面に広がる赤・白・黄の100万本
のヒガンバナが見ごろを迎えます。
物産販売…午前10時〜午後5時

●もし、切れた電線を見たら？
危険ですので絶対にさわらず、
近くの九州電力へご連絡くだ
さい。

●台風による停電の際は
台風による停電時には、電話
がつながりにくくなることがあり
ます。
停電情報は下記のホームペ
ージでもご確認いただけます。
※台風など非常災害以外の突発的
な停電に際しましては、停電情報はご
確認いただけません。

携帯電話版ホームページ

http://kyuden.jp

■ひがん花まつり実行委員会 ☎
開設56周年記念

GⅠ海の王者決定戦 9/27（土）〜10/2（木）
〈主な出場予定選手〉魚谷智之・濱野谷憲吾・原田幸哉・今村豊・市川哲也・菊地孝平・赤岩善生 〈開門 9：40〉

9/27（土）
ナイツお笑いライブ
①13:15頃
②15:20頃

9/28（日）
超新塾お笑いライブ

9/30（火）
ロッチお笑いライブ

①12:10頃
②14:50頃

①12:10頃
②14:50頃

シーハットおおむら ☎ ⑳7200

9/13（土）
・14（日）
前売（全席自由）
1回券500円
4回セット券1,500円

http://www.kyuden.co.jp

70120-986-403

「青い山脈」

シーハットおおむら開館10周年記念特別企画

広報おおむら 2008 年 9 月号

作品/上映開始時間

青い山脈
野火
また逢う日まで
ぼんち

4111

info@seahat.jp

13日
9：30
13：00
15：00
17：00

14日
14：00
17：00
9：30
11：30

好評
発売中

ブラスフェスティバル
9/15（月・祝）

15:00開演 メインアリーナ

ゲスト出演:小田桐寛之
司会:市原隆靖

出演： OMURA室内合奏団管楽器メンバー、市内中学校
吹奏楽部、大村城南高等学校吹奏楽部、大村ウイ
ンドアンサンブル、一般吹奏楽愛好家
プログラム：J.バーンズ/アルヴァマー序曲
R.ロジャース/サウンドオブミュージックメドレーほか

前売（全席自由）大人1,000円 小中高生500円

19

①12:10頃
②14:45頃

☎

シーハット情報

パソコン版ホームページ

■九州電力大村営業所

①12:05頃
②14:40頃

10/2（木）
どきどきキャンプお笑いライブ

※イベント時間は変更する場合があります。

市民会館

台風による停電時には、登録
いただいた携帯電話に停電
情報をメール配信します。
詳しくは、上記ホームページを
ご覧ください。

10/1（水）
ザ・パンチお笑いライブ

9/27 開門〜ウェルカムキャンペーン＆開会式

名作映画上映会

携帯メールサービス

8617
（太田）

世代を超えた総勢４００人による迫力のコンサート

平成20年度九州・沖縄地区青年農
業者会議意見発表の部において優
平成20年度九州中学校総合体育大会に県代表として出場した市内中学校の皆さん（7月31日） 秀賞を受賞した渡邊隆弘さん
（7月15日）
なお県大会において、ソフトテニス女子で玖島中学校が準優勝、バレーボール男子で郡中学校が
準優勝、体操男子（個人）で池田拡輔君（郡中3年生）が6位となり、全国大会へ出場しました。

第10回よさこい全国大会（高知県高知市）に出場したDocoSoy
竹松ゆかた組の皆さん（7月31日）

平成20年度高総体（ソフトボール・アーチェリー・レスリング・体
操）に県代表として出場した大村工業高校の皆さん（7月16日）
なおアーチェリー男子個人で渡邉祐樹君が見事優勝、楠本記也君が
３位に入賞しました。またアーチェリー団体は準優勝に輝きました。

平成20年度全国小学生ドッジボール選手権大会に出場した旭
フェニックスの皆さん（8月8日）

平成20年度全日本少年武道（剣道）錬成大会に出場した大村
市剣道協会チームと微神堂チームの皆さん（7月18日）

第21回小・中・高校生そろばん訪米
使節団の一員としてロサンゼルスな
どを訪問した郡中学校１年生の道
添しおりさん（8月4日）

第24回わんぱく相撲全国大会に県
代表として出場した西大村小6年生
の西村亮祐君（7月31日）
※江口桂太君（西大村小5年生）
も
出場しましたが、
この日は欠席でした。

第29回長崎県消防ポンプ操法大会で敢闘賞を受賞し
た大村市消防団第11・12分団合同チームの皆さん
（8月8日）

広報おおむら 2008 年 9 月号
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ミニ情報

21

広報おおむら 2008 年 9 月号

ところ 市総合福祉センター３階
受講料 500円（1回）
★ IT へるぷ ☎3502（原野）

市内４高校にワイヤーロック錠を贈呈

市と大村警察署は、市内の４高校（大村・
大村工業・大村城南・向陽）に自転車に鍵
を二重にかけるためのワイヤーロック錠
720個を贈呈しました。市内の自転車の盗
難被害は 7年連続で県内最多で、中でも高
校生の被害が多いことから、自転車の盗難
防止に役立ててほしいと市と警察署が連
携して贈ったものです。
（7月18日）

ご寄付・ご好意
ありがとうございました

（敬称略）

◎一般寄付

▼

すこやか福祉基金へ 小袋節子

▼

▼▼

▼▼

▼

▼

▼▼

▼

▼▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼▼

▼ ▼▼ ▼

▼

▼

▼

▼

▼▼

▼▼

▼

▼

▼

▼

▼

ＯＭＵＲＡ室内合奏団へ 渡海千津
子・中嶋克彦ジョイントリサイタル実
行委員会 三彩の里へ 大村遊魚組合
光と緑の園へ 大村市身体障害者団体
連合会 中地区お話しの会 ベイサイ
ド大村へ 平野重郎 森山育子 大村
吟詠会 三浦保育園 桃道会 星子ｔ
ｏ月子 三城小学校 ふる里へ 古瀬
恭孝 山崎弘子 浦崎美代子 慈恵荘
へ 松永シズエ 辻みち子 尾上淳子
古田正利 あたごや青果 赤木信雄
下川宣義 原生花店 東大村小学校
九州電力 めぐみ荘へ 城山スミエ
児玉栄子 金子真澄 小倉厚子 永
野寛十 柳原久美子 岩永勝美 三根
照子 うぐいすの丘へ 野口ハツ 平
川美雪 福島百江 徳田節子 柳原憲
臣 星子ｔｏ月子 大村子供の家へ
赤水清春 八幡結社 九州納豆組合
本山辰夫 中地区お話しの会
▼

◎平成21年度消防吏員募集
ファクスしてください。
採用人数 若干名
申込先 〒859-3925 東彼杵町中岳郷1535
受験資格 ①昭和53年4月2日〜平成3年4 「龍頭泉いこいの広場」
月1日生まれの人
☎ 5 1654 申込期限 9月10日（水）
②県央地域広域市町村圏域内に在住また ★大村・東彼地区獣医師会事務局
は採用後居住可能な人
☎09563147
受付期間 9月8日（月）〜 22日（月）
◎工場見学参加者募集
試験日 10月26日（日）
試験会場 北諫早中学校（諫早市城見町） 〜冷凍食品ってどうやってできるの〜
試験内容 教養試験、身体検査、体力試験 とき 9月25日（木）、午前10時〜午後2時
ところ ニチレイフーズ長崎工場
申込用紙請求先 本部、大村消防署
申込方法 本部消防総務課へ提出してく 定員 20人（先着順）
申込方法 電話またはファクスでお申し
ださい。
込みください。
★県央地域広域市町村圏組合消防本部
申込期限 9月5日（金）
☎0119 大村消防署 ☎4138
★長崎農政事務所 ☎095（845）7124
◎平成20年度第２回防火管理者資格（甲・ 5095（845）7180
乙種）取得講習会
とき ９月18日（木）・19日（金）、いずれも ◎第26回いのちの教育講演会
午前9時〜午後4時30分※乙種は初日のみ とき 9月19日（金）、午後6時30分開演
ところ さくらホール
ところ 愛野町公民館（雲仙市愛野町）
内容 ［第1部］コーラス（出演：コール
定員 100人（先着順）
あじさい）［第2部］講演会（講師：西舘
申込期限 ９月11日（木）
好子氏…日本子守唄協会代表）
★大村消防署 ☎4138
入場料 一般 1,000円（当日1,200円）
、高
◎平成20年度第２回危険物取扱者（甲・ 校生以上 500円、中学生以下無料
★大村いのちを大切にする会・大村家庭
乙・丙種）試験
教育を考える会
とき 11月30日（日）、午前10時
☎090（4484）3944（梅野）
ところ 大村工業高校
申込期間 9月26日（金）〜 10月14日（火）
◎人権講習会
★消防試験研究センター長崎県支部
DV
（ドメスティックバイオレンス）が子ども
☎095（822）5999
に与える影響について学んでみませんか。
とき 9月20日（土）、午後1時〜 3時
◎普通救命講習会
ところ 植松保育園
とき 9月7日（日）、午前9時〜正午
講師 松本美恵子氏（NPO法人DV防止長崎）
ところ 大村消防署
参加料 無料
定員 40人（先着順）
申込方法 電話でお申し込みください。 申込方法 直接またはお電話でお申し込
みください。※託児あり（事前申込が必要）
★大村消防署 ☎4138
★植松保育園 ☎5056
◎諫早大村高等職業訓練校平成20年度
◎大村健康ウォーククラブ会員募集
（後期）生徒募集
募集内容など詳しくはホームページ 例会 毎月2回日曜日
（http://www1.bbiq.jp/kunrenko/）を ご 覧 く 年会費 3,000円（1世帯）
★大村健康ウォーククラブ ☎4282（川島）
ださい。
申込期限 9月30日（火）
◎大村相撲甚句会会員募集
★諫早大村高等職業訓練校 ☎0036
練習日 毎月第2・4金曜日、午後7時〜 9時
ところ 市コミセン
◎動物愛護フェスティバル参加者募集
★大村相撲甚句会 ☎1440（鈴田）
とき 9月23日（火・祝）
ところ 龍頭泉いこいの広場（東彼杵町）
募集内容 「犬のしつけ方教室」
（午前10 ◎パソコン教室受講者募集
時30分〜）
「飼い主と犬の障害物競争」
（午 内容 ①はじめてのエクセル講座、9月1
日〜 22日の毎週月・木曜日 ②ワード
後0時30分〜）
申込方法 市内の動物病院で配布して 2000基礎講座、9月2日〜 30日の毎週火曜日
いる申込用紙に記入のうえ、郵送または ※いずれも午前10時〜正午

