＊省略文字説明／と：日時

ば：場所

な：内容

第２回こどもの街 チャムCity
と３月28日㈯〜29日㈰
午前10時〜午後２時
ばありえコレジヨホール
な市長選挙、運転免許試験に挑戦、妖
怪さがし、おばけ屋敷、デコスイー
ツ屋さん
・持参品…体育館シューズ、ビニール
袋（下ばき入れ用）
り３００円（入国料）
※両日とも必要です。
も不要
問余暇活動促進サークル
PIECE CHUM 代表 喜久
☎０９０（１９２４）４９１５
Ｅメール：piece.chum@gmail.com

〜ご寄付ありがとうございます〜

次の方から、寄付をいただきました。
厚くお礼申し上げます。 ―敬称略―
▼一般寄付
・宮﨑 勝子（加津佐町）
・甲斐田 靱（加津佐町）
▼教育寄付
・末吉 武裕（有家町）
・横田 耕詞（深江町）
・山村 勝也（北有馬町）
▼福祉寄付
・梶原
幹（西有家町）

お詫びと訂正

広報南島原２月号に掲載した内容
に誤りがありましたので、お詫びの
上、次のとおり訂正をいたします。
Ｐ13…「新しい副市長が就任しまし
た」の任期
誤…任期：平成27年1月1日〜
平成31年12月31日
正…任期：平成27年1月1日〜
平成30年12月31日

定：定員

り：料金
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暮らし と こ こ ろ の 相 談 会

チャムパーク
と３月14日㈯ 午前11時〜午後３時
ば堂崎公民館
なお外で基地作り
（雨天時：ミニ段ボールハウス作り）


廃ＦＲＰ船リサイクルシステムの搬
入受付が始まりました。搬入・解体の
方法など、詳細はお問い合わせくださ
い。
業務内容
①ＦＲＰ船リサイクルの相談窓口
②廃FRP船処理の受け付け
③料金の見積り
④廃ＦＲＰ船の一時保管
受付期間…平成28年３月31日㈭まで
問ＦＲＰ船リサイクルセンター
（一社）日本マリン事業協会内
☎０３（５５４２）１２０２

平成26年度、長年に渡る献血へのご功労に対し、長崎県と
本市より感謝状を贈呈しました。献血へのご理解ご協力あり
がとうございます。
ー敬称略ー

南島原市長感謝状 受賞者

・献血回数40回以上

・献血回数50回以上

清孝（有

家）

岡野

嶋田惣二郎（西有家）

田浦

伸介（有

家）

小林信一郎（深

髙橋

房義（有

家）

田中

知伸（有

家）

森

本多

壽德（布

津）

長谷川

亮（有

家）

俊作（南有馬）
江）

貴之（北有馬）

お問い合わせは…南島原市役所 ☎０５０
（３３８１）
５０００

入居資格条件…収入の基準に該当す
るなど、こちらの指定する条件を全
て満たす人
※詳細はお問い合わせください。

と3月14日〜15日
ば長崎県立千々石少年自然の家
定５０人
り２,０００円
対小学校３・４年生
〆先着順
も参加申込書に必要事項を記入の上、
郵送、ＦＡＸ，Ｅメールで応募して
ください。
問長崎県立千々石少年自然の家
☎０９５７（３７）２７６９
℻０９５７（３６）８９７９
Eメール：tijiwa-n@eagle.ocn.ne.jp
〒854−0402 雲仙市千々石町乙1486
番地2

ピース チ ャ ム イ ベ ン ト

川端

2015.３

問：申し込み・お問い合わせ

春のリトルキャンプ

借金返済・勤務に関する悩みや、眠
れない・食欲がないなど、暮らしと心
身のことで困っていませんか。弁護士
と臨床心理士などの専門家が相談にの
ります。相談は無料で、秘密は厳守さ
れます。
と３月12日㈭ 午後６時〜９時
ば県南保健所（島原市）
も当日先着順（予約不要）
問県南保健所
☎０９５７（６２）３２８９

津）

広報

光晴（布

も：申込方法

廃 Ｆ Ｒ Ｐ 船 の 処 理 は 適正 に

カンボジアでは今でも地雷や不発弾
により、何の罪もない子どもたちが手
足を奪われ続けています。
㈶カンボジア地雷撤去キャンペーン
では地雷被害を一刻も早くなくすため、
ご家庭にある書き損じハガキ、未使用
テレホンカード、未使用切手を集めて
換金し、毎年地雷撤去団体へ寄付して
います。ハガキ３枚で1㎡の地雷原を
クリーンにできます。
市内の小中学校でもハガキ回収を実
施しています。皆さんの温かいご支援
よろしくお願いします。
問㈶カンボジア地雷撤去キャンペーン
事務局
☎０９２（８３３）７５７５
〒814−0002 福岡市早良区西新１-７
-１０-７０２

長崎県知事感謝状 受賞者
井上

し：応募締切

書き損じハガキで
地雷撤去支援を

献血ありがとうございました
・献血回数100回以上

対：対象者

・献血回数30回以上
小川
佐々木

秀太（有

家） 山口

修生
（有

家）

航（加津佐） 湯田

久美
（深

江）

島村

拓也（西有家） 渡部

一彦
（有

家）

平

広則（加津佐）

福田

武久（加津佐）

田中寿美香（有

福田

律子（加津佐）

森

家）

俊郎（口之津）

入居者の決定…資格要件を満たした
申込者の数が募集戸数を超える場合
は、公開抽選を行います。
抽選日…３月20日㈮ 午後２時
南有馬庁舎
問都市計画課
☎０５０（３３８１）５０６７

家庭教育支援「わくわく広場」

子育てに役立つ講座を開催します。
お母さん１人でも、子ども連れでも大
丈夫です。
【共通事項】
対中学生までの子どもがいる保護者
ばありえコレジヨホール
も①の申込みは不要で②、③は２日前ま
でに電話などで申し込んでください。
①お母さんへの読み語り
と３月６日㈮ 午後２時〜３時
・講師…図書館職員、家庭教育支援員
②南島原市ファミリープログラム
「早寝・早起き・朝ごはんのススメ」
と３月13日㈮ 午後２時〜３時
・講師…MFPファシリテーター
③イタリアのわらべ歌を歌おう♪
と３月20日㈮ 午後２時〜３時
・講師…国際交流員
フランチェスカ ディシェンツァ
問生涯学習課
☎０５０（３３８１）５０８２
℻０９５７（８５）２７６７
Ｅメール: gakushuu@city.minamishimabara.lg.jp

くらしの 情報

応募資格…観光業やホテル業の経験者
採用後は南島原市へ住所を有すること。
選考方法…１次審査・書類／２次審
査・面接
※１次審査合格者には３月20日まで
に２次審査の日時と場所を通知しま
す。
し３月16日㈪ 午後５時必着
も次の書類を添えて「原城温泉真砂 支
配人申込」と朱書きした封筒に入れ
て郵送してください。
（持参可）
①履歴書…市販の履歴書に必要事項を
記入（顔写真貼付）
②小論文…テーマ「魅力ある真砂を運
営するための支配人の役割につい
て」
（400字詰め原稿用紙４枚程度）
③ハローワークからの紹介状
問㈱原城振興公社 採用窓口
（原城温泉 真砂内）
☎０９５７（８５）３１５５
〒859−2414 南有馬町丁１３３番地

市営住宅入居者募集

道路用地調査事務員
（嘱託職員）
募集人員…２人
勤務内容…道路用地調査など事務
報酬など…月額１３６,０００円、
社会保険・雇用保険あり
雇用期間…４月１日〜平成28年３
月31日
勤務日・時間…週５日（土、日、祝日を
除く）、午前８時45分〜午後５時15
分（うち７時間30分勤務）
応募資格…道路用地調査等事務の経
験がある人
試験…面接
※日時、場所は後日連絡します。
し３月20日㈮ 必着
も市販の履歴書に必要事項を記入（写
真貼付）し、「道路用地調査事務嘱託
職員」と朱書きした封筒に入れて、郵
送してください（持参可）。
問管理課
☎０５０（３３８１）５０６６
〒859−2412 南有馬町乙1023番地

原城温泉真砂 支配人
（契約職員）

募集団地
・布 津 寺田団地……………（１戸）
＊特定公共賃貸住宅

・有 家
・北有馬

蒲河団地……………（１戸）
西正寺第２団地……（１戸）

＊特定公共賃貸住宅

・南有馬 北岡団地……………（２戸）
・口之津 早崎団地……………（２戸）
・口之津 白浜団地……………（２戸）
・加津佐 愛宕団地……………（２戸）
募集期間
３月２日㈪〜13日㈮




募集人員…１人
業務内容…支配人（運営に関する総
括業務、営業、企画、施設管理、人
事、経理など）
報酬など…月額３００,０００円、
賞与、役付手当、その他諸手当あり、
社会保険、雇用保険あり
雇用期間…５月1日から（３年間）
勤務日・時間…週５日（１日８時間）

おいしい南島原 を
お茶の間に
テレビ・ラジオで旬の情報をお届け中!!

【テレビ】毎週水曜日、午後６時55分から（３分番組）
チャンネル：３ch
【ラジオ】毎週土曜日、午後４時から（30分番組）
チャンネル：AM長崎・諫早・島原 １２３３kHz

広報

2015.３
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