＊省略文字説明／と：日時

ば：場所

な：内容

チャムパーク開催

チャムパーク
と12月７日㈰ 午前11時〜午後３時
ば堂崎公民館（有家町）
り２００円
※今月のパークミニ教室は「カラフル
輪ゴムでリングに挑戦しよう」です。

来年何どし？羊マグネットつくり
と12月13日㈯ 午後2時〜４時
ば堂崎公民館
な羊の原毛を使ってマグネットをつく
ります。
定先着30人
り３００円（材料費、保険料込み）
し12月10日㈬
も電話またはＥメールで申し込んでく
ださい（氏名・学校名・学年・連絡先
を記入）。
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

適正な井戸管理を

井戸水は、環境変化や井戸管理など
の影響で飲用に適さなくなる（水質基
準を満たさない）ことがあります。
井戸水の衛生管理
・井戸にふたをし、周辺に柵を設けて
ください。
・井戸水の汚染は味・におい・色など、
すぐ分かるものと、細菌や化学物質
など、見ただけでは分からないもの
があります。大丈夫と自分で判断せ
ずに、定期的に専門機関による水質
検査を受け、安全性の確認をしてく
ださい（費用は約８,０００円程度）。
井戸水の飲用
・飲用する場合は、適切な処理（高温
消毒や有害物質除去装置の利用な
ど）を行い、異常を感じたら飲用を
中止してください。
水道水への切り替え
・水質基準を満たさない井戸水は健康
被害の恐れがあり、硝酸性窒素が高
いと乳幼児などへの悪影響がありま
すので、水道水への切り替えを行い
ましょう。
問環境課
☎０ ５ ０（ ３ ３ ８ １）５ ０ ４ １
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定：定員

り：料金

対：対象者

し：応募締切

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２日前までに電話などで申し込んで
ください（氏名・住所・連絡先を報告）。
お母さんへの読み語り
と12月５日㈮ 午後２時〜３時
・講師…図書館職員、家庭教育支援員
筆文字で年賀状を書いてみよう！
と12月12日㈮ 午後２時〜３時
・講師…兼平 静香先生
南島原市ファミリープログラム
子どもに本当に必要ですか？〜子ど
もの持ち物について考えよう〜
と12月19日㈮ 午後２時〜３時
・講師…家庭教育支援員
問生涯学習課
☎０５０（３３８１）５０８２
℻０９５７（８５）２７６７
Ｅメール: gakushuu@city.minamishimabara.lg.jp

陸上自衛隊 高等工科学校生徒

身分は特別職の国家公務員（生徒）で、
手当の支給を受けながら高等学校教育
などを受ける制度です。受験料は無料。
皆さん、チャレンジしてみませんか？
し平成27年１月９日㈮
１次試験…平成27年１月24日㈯
待遇…生徒手当月額９４ ,９００円、
賞与年２回。全員が学生宿舎で生活
し、食事・被服類・寝具については
支給または貸与。高等学校卒業証書
授与（３学年修了時）
問自衛隊島原地域事務所
☎ ０ ９ ５７（６２）３７５９

も：申込方法

問：申し込み・お問い合わせ

長崎県育英会への寄付のお願い

長崎県育英会では、寄付金の募集を
行っています。皆さんから寄せられた
寄付金は、奨学資金として活用し、奨
学金事業の充実を図ります。皆さんの
ご支援をよろしくお願いします。なお、
寄付した場合、税法上の優遇措置が受
けられます。
問公益財団法人長崎県育英会
☎０９５（８２４）７５０１

知っていますか？
地域相談員のこと

障がいのあるなしに関わらず、誰も
が社会の一員として生活できる環境づ
くりを目指すために、障がいのある人
に対する差別を禁止する内容を定めた
「障害のある人もない人も共に生きる
平和な長崎県づくり条例」が施行され
ました。実際に差別行為を受けたり、
そのような行為を見かけたりしたこと
がある人のために、市内に地域相談員
が配置されています。１人で悩まず、
相談してみてはいかがですか。
問長崎県 障害福祉課
☎０９５（８９５）２４５１

記 帳・帳 簿 な ど の 保 存 制 度 が
変わりました

平成26年１月から、記帳・帳簿など
の保存制度が変わり、個人の白色申告
者のうち事業、不動産の貸付などを行
うすべての人は、「記帳と帳簿書類の
保存」が必要となりました。
対事業所得、不動産所得または山林所
得を生ずべき業務を行うすべての人
（所得税の申告の必要がない人を含
む）。
記帳する内容…売上げなどの収入金
額、仕入れやその他の必要経費に関す
る事項
帳簿等の保存…収入金額や必要経費
を記載した帳簿や取引の際に作成・
受領した納品書、請求書、領収書など。
※詳しくは国税庁ホームページをご覧く
ださい。
国税庁

問島原税務署
☎０９５７（６２）３２８１

お問い合わせは…南島原市役所 ☎０５０
（３３８１）
５０００
まちづくりの絵コンクール
展示会

第26回長崎県まちづくりの絵コン
クール展示会を開催します。
これからの時代を担う子どもたちが、
住んでみたいまち、つくってみたいま
ちを描いた作品です。ぜひ、ご覧くだ
さい。
と12月19日㈮〜24日㈬
ばありえコレジヨホール
問都市計画課
☎０５０（３３８１）５０６７

奨学金は計画的に
返還しましょう

南島原市奨学金では、返還計画に沿
った奨学金の返還をお願いしています。
しかし、返還が滞り未納が溜まってい
る人がいます。未納が増えると、今後
の返還が困難になるばかりでなく、こ
れから奨学金を借りたいと考えている
学生への貸与ができなくなります。
しっかりと自覚を持って、計画的に
返還しましょう。また、住所や氏名な
どが変更になった場合は関係書類の提
出が必要ですので、必ずご連絡くださ
い。返還計画の変更などの相談も受け
付けています。
問教育総務課
☎０５０（３３８１）５０８０

奨学金の返還はお早めに

あなたの返還金は、後輩の新たな奨
学金となる重要なものです。
奨学金を借りていた人は、約束どお
りの返還をお願いします。住所などの
変更や、返還が困難となりそうな場合
などは、速やかにご連絡ください。
問公益財団法人長崎県育英会
☎０９５（８２４）７５０１

くらしの 情報

成育に重要な作業である一方、悪臭な
ど、堆肥の散布による苦情が多く寄せ
られる時期でもあります。
堆肥を散布する際には、以下の点に
注意して行ってください。
・十分に発酵した堆肥を散布する。
・風向き、時間帯などを考え、散布後
速やかにすき込む。
・田畑などに一時的に保管する場合は、
シートなどをかぶせる。
・堆肥を散布することを、事前に周辺
住民に知らせる。
問農林課
☎０５０（３３８１）５０６０

市営住宅入居者募集

募集団地
・深 江 あぜつ第２団地……（１戸）
・布 津 寺田団地……………（１戸）
＊特定公共賃貸住宅

・有 家
・西有家
・西有家
・南有馬

蒲河団地……………（１戸）
上の原団地…………（１戸）
巣輪平団地…………（１戸）
新砂原団地…………（１戸）

＊単身入居可

・口之津 仲町団地……………（１戸）
・口之津 白浜団地……………（１戸）
・口之津 早崎団地……………（２戸）
・加津佐 愛宕団地……………（２戸）
募集期間
12月１日㈪〜12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…12月19日㈮ 午後２時
南有馬庁舎
問都市計画課
☎０５０（３３８１）５０６７

広

家 庭 児童相談員（嘱託職員）

募集人員…１人
勤務内容…児童養育に関する相談、
児童虐待の通報についての対応など
勤務地…こども未来課（有家庁舎）
報酬など…月額１６１,０００円、
社会保険・雇用保険あり、通勤手当
なし
雇用期間…平成27年４月１日〜平
成28年３月31日
勤務日・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…次の㋐または㋑の条件を
満たす30歳以上の人で、普通自動
車免許を持ち、パソコンの操作がで
きる人
㋐学校教育法に基づく短大、大学ま
たは大学院において、児童福祉、社
会福祉、児童学、心理学、教育学も
しくは社会学を専修する学科または
これらに相当する過程を修めて卒業
した人
㋑社会福祉士、社会福祉主事として
２年以上児童福祉事業に従事した人
試験…面接
※日時、場所は後日連絡します。
し12月26日㈮ 必着
も市販の履歴書に必要事項を記入（写
真貼付）し、「家庭児童相談員」と朱
書きした封筒に入れて、郵送してく
ださい（持参可）。履歴書は返却しま
せんのでご了承ください。
問こども未来課
☎０５０（３３８１）５０５０
〒859−2202 有家町山川58番地

堆肥の散布方法に
注意しましょう

例年秋から冬にかけ、堆肥の散布が
集中して行われています。田畑や草地
などへの堆肥散布は、農作物の健全な

告

あなたの会社、お店の広告を載せてみませんか。

広 告 主 募 集
広報【南島原】で広告を募集しております。

会社・商品ＰＲ、イベント告知に。

◎経費削減と新たな財源の確保のために、有料広告を募集しています。
◎広報紙のほか、市ホームページのバナー広告も併せて募集しています。
検討してはいかがですか。

詳しくは…

企画振興課 ☎０５０
（３３８１）
５０３０
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