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お

岡田甲子男記念奨学財団
奨学生募集

岡田甲子男記念奨学財団では、人
材育成の一助として、経済的な理由
により修学が困難な人に奨学金を貸
与し、進学援助を行います。

募集期間 …２月23日㈪〜４月24日
㈮
貸与月額
・大学生、短大生、専修生…50,000円
・高専生（１年〜３年）…30,000円
・高専生（４年〜５年）…50,000円

２月22日は行政書士記念日です。
県行政書士会では一日無料相談会を
開催します。
と２月23日㈪ 午前９時〜午後５時
ば市内各行政書士事務所
相談内容…相続、遺言、農地転用、
会社・法人設立など
問長崎県行政書士会島原支部長
廣田賢治事務所
☎０９５７（６３）０８３１

第17回 有 馬 ひ ょ う た ん 展
〜瓢箪ランプと工芸瓢箪展〜

も所属校長を経て財団へ提出
問公益財団法人 岡田甲子男記念奨学財団
☎０ ９ ５ ６ （ ２ ４） ０ ０ １ １

冬季は露出した水道管の凍結や破損
にご注意ください。
もし、水道管が破裂したら、メータ
ーボックス内の止水栓（元栓）を閉め
て、南島原市水道事業指定給水装置工
事事業者に修理を依頼してください。
問上水道課
☎０５０（３３８１）５０７０

消 防 署 か ら の お 知 らせ

第８回 コレジヨ市民文化講座

長く須川素麺のルーツを探し求めた
嶋田氏が、島原地方の素麺の歴史と粉
食文化について熱く語ります。
と２月14日㈯ 午後２時〜４時
ばありえコレジヨホール
講演
手延べそうめんの伝来と島原手延べ
そうめん
講師…有家史談会 嶋田惣二郎 氏
どなたでも参加できます。新たな知識
との出会いを求めて多数の皆さんの参
加をお待ちしています。
り無料
定40人
し２月12日㈭
問ありえコレジヨホール
☎０５０（３３８１）５０４７

問：申し込み・お問い合わせ

水道管の凍結に注意

行政書 士 記 念 日 無 料 相 談 会

問島原高等学校
☎０９５７（６３）７１００
き

り：料金

丹精を込め、繊細に加工されたひょ
うたんが数多く展示されます。お誘い
合わせの上、ご来場ください。
来場者には、抽選でひょうたんをプ
レゼント。
と２月28日㈯ 午前９時〜午後５時
３月１日㈰ 午前９時〜午後３時
ば北有馬ピロティー文化センター日野江
なひょうたん展示のほか、瓢箪布貼り
教室も開催（28日午前10時30分）
問有馬愛瓢会（事務局：小松）
☎０９５７（８４）２３８７

長崎県高等学校
島原半島美術展

島原半島の高校生の美術の祭典、第
17回長崎県高等学校島原半島美術展
を開催します。
高校生が制作した芸術品の数々をぜ
ひ、ご覧ください。
と２月７日㈯〜11日㈬
ばサンプラザ万町（島原市）
な油絵、ポスターなど、約50点を展示


南有馬小学校閉校記念

①春季火災予防運動の実施
３月１日から７日まで、春季火災予
防運動が実施されます。日頃から
「火の用心」に心がけ、住宅用火災
警報器を設置するなど住宅防火に取
り組みましょう。

②住宅用火災警報器を必ず設置しまし
ょう
全ての家庭で住宅用火災警報器の設
置が義務付けられています。火災を
早期に発見し、大切な家族の命を守
るため、必ず設置しましょう。また、
住宅用火災警報器の電池が切れたり、
ほこりが付いたりすると、煙を感知
しない場合があります。半年に一度
は掃除し、定期的に作動点検をしま
しょう。
問島原地域広域市町村圏組合
消防本部予防課
☎０９５７（６２）５８５７

お問い合わせは…南島原市役所 ☎０５０
（３３８１）
５０００
犬を正しく飼いましょう
犬の放し飼いやフンの不適切な処理
により、困っています。
飼い主は適正な犬の飼い方について、
次のことに気をつけましょう。
・犬を飼い始めたら、環境課またはお
近くの支所で登録しましょう。
・年に１回は、必ず飼い犬に狂犬病予
防注射を受けさせましょう。
・散歩中のフンは飼い主が責任を持っ
て後始末をしましょう。
・悪質な放し飼いの場合は、条例によ
り処罰されることがあります。
・違反犬は、捕獲されることがありま
す。
問環境課
☎０５０（３３８１）５０４１

サルを目撃したら
これまで、サルを見かけた場合、皆
さんの安全を最優先し、①餌を与えな
い②目を合わせない③静かに立ち去る
など、サルを刺激しない行動を推奨し
てきました。
ところが、このような対応を繰り返
すと、サルは増長し、人間を恐れなく
なり、平気で居座ったり、作物に被害
を与えたりするようになります。
サルの被害予防には、物などを持っ
て、すぐに追い払うことも非常に有効
な手段です。山手の集落にサルが出没
した場合は山に追い返しましょう。
ただし、高齢者や子ども、女性など、
サルに恐怖心を持っている人は、これ
までどおり安全を最優先してください。
街中で無理に追い払うとサルがパニ
ックになり、不測の事態が生じる可
能性もありますので注意してくださ
い。
問環境課
☎０５０（３３８１）５０４１

くらしの 情報

市内在住で現在、介護、医療、福祉関
連の事業所に勤務していない人、調
査時など、所有する自動車を利用で
きる人。
し２月27日㈮ 午後５時
も電話でお問い合わせの上、次の書類
を提出してください（郵送可）。
試験…面接、作文
※日時、場所は後日連絡します。
提出書類…覆歴書、資格証明書、運
転免許証、調査に使用する車両の車
検証、自賠責保険証、任意保険証
※履歴書以外はコピー可
問島原地域広域市町村圏組合
介護保険課
☎０９５７（６１）９１０３
〒859−1492 島原市有明町大三東戊
1327番地（島原市役所有明町舎３階）

市営住宅入居者募集
募集団地
・深 江 馬場団地……………（１戸）
・深 江 あぜつ第１団地……（２戸）
・布 津 寺田団地……………（１戸）
＊特定公共賃貸住宅

・南有馬 北岡団地……………（１戸）
・口之津 仲町団地……………（１戸）
・口之津 早崎団地……………（２戸）
・加津佐 愛宕団地……………（２戸）
募集期間
２月２日㈪〜13日㈮
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。

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…２月20日㈮ 午後２時
南有馬庁舎
問都市計画課
☎０５０（３３８１）５０６７

広

管 理栄養士（嘱託職員）
募集人員…１人
勤務内容…特定健康診査・特定保健
指導・訪問指導など
報酬など…月額１８１,０００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
勤務日および時間…週５日（土、日、
祝日、年末年始を除く）、午前８時
30 分〜午後５時（うち７時間 30 分
勤務）
応募資格…市内在住で管理栄養士の
資格を有する人または取得見込の人
試験…面接
※日時、場所は後日連絡します。
し２月27日㈮ 必着
も市販の履歴書に必要事項を記入（写
真貼付）し、
「 管理栄養士申込」と朱
書きした封筒に入れて郵送してくだ
さい（持参可）。
問保険年金課
☎０５０（３３８１）５０３９
〒859−2211 西有家町里坊96番地2

介護保険認定調査員
募集人員…若干名
業務内容…市内対象者を訪問し、介
護保険に必要な調査および調査票の
作成
勤務地…事務所への出勤はなく、対
象者との日程調整により調査を実施
後、調査票を提出
報酬…調査１件につき４,０００円
雇用期間…登録日から、その年度の
末日まで
※試用期間あり
※勤務成績が良好な場合、雇用期間を
更新
応募資格…介護支援専門員、保健師、
看護師、准看護師、介護福祉士、社会
福祉士のいずれかの有資格者。また


告

佐野有美講演会

生まれつき両腕と右足がない先天性四肢欠損症で生まれた佐野さんが、どんな困難に
も負けない、くじけない「あきらめない心」について講演します。
と３月８日㈰ 午後２時〜
講

師…佐野

ば南有馬武道館

有美さん

入場無料
申込不要

テーマ…私が「あきらめない心」を語るなら 〜マイナスをプラスにして努力する〜
問南有馬小学校事務局 ☎０５０（３３８１）５０７３
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