＊省略文字説明／と：日時

ば：場所

な：内容

火 の取り扱いにはご注意を

３月１日から３月７日まで全国一斉
に春季火災予防運動が実施されます。
毎年この時季は、空気が乾燥し風が強
い日が多いことから火災が発生しやす
くなっています。特に島原消防本部管
内では「たき火」が原因の火災が多発
しています。たき火を行うときには、
次の点にご注意を。
①風が強いときには、たき火はしない。
②水バケツ、消火器などの消火準備を
する。
③火が完全に消えるまでは、その場を
離れない。
火災は、人の生命や財産を一瞬にし
て奪ってしまいます。火の取り扱いに
は十分注意しましょう。
問島原地域広域市町村圏組合
消防本部 予防課
☎０９５７（６２）５８５７

暮ら しとこころの相談会
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。司法書
士や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13日㈭ 午後６時〜９時
ば森岳公民館（島原市）
も当日先着順（予約不要）
問県南保健所
☎０９５７（６２）３２８９

定：定員

り：料金

対：対象者

し：応募締切

出演者
・西 由美子（ソプラノ）
・星野 恵利（ソプラノ）
・林 美希（ピアノ）
り無料
主催…南島原市文化協会
後援…南島原市教育委員会
問教育委員会 生涯学習課
☎ ０ ５ ０（ ３ ３ ８ １ ）５ ０ ８ ２

子育てを学ぶ「わくわく講座」

子育てに役立つ講座を開催します。
お母さん一人でも、子ども連れでも結
構です。お気軽にお出かけください。
共通事項
ばありえコレジヨホール
対中学生までの子どもをお持ちの保護者
も２日前までに電話で申し込んでくだ
さい。
【お母さんへの読み語りとエコクラフト】
と３月７日㈮ 午後２時〜３時
◦講師：図書館職員、家庭教育支援員
【上手な褒め方、しかり方】
と３月14日㈮ 午後２時〜３時
◦講師：NFPファシリテーター
【親子のコミュニケーション力アップ】
と３月26日㈬ 午後２時〜３時
◦講師：小玉康代先生
問教育委員会 生涯学習課
☎０５０（３３８１）５０８２
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も：申込方法

問：申し込み・お問い合わせ

誰でもわかる
「 成 年 後 見 活 用 講 座」

最近よく「成年後見制度」という言
葉を耳にしませんか？「自分の将来や、
身近な問題として関心がある」という
人のために、わかりやすく疑問を解決
する講座を開催します。
【一般の人向け】
と３月３日㈪ 午後１時〜３時
ば口之津保健センター
講師…池田和枝氏（社会福祉士／ソ
ーシャルサポートいけだ）
【相談援助職向け】
（地域・医療・福祉・
介護など相談業務に携わる人）
と３月11日㈫ 午後1時〜３時30分
ばありえコレジヨホール
講師…伊藤岳氏（弁護士／法テラス
長崎法律事務所）
〆２月 27 日㈭
も電話、FAX、メール可。当日参加も可。
問南島原市社会福祉協議会

お問い合わせは…南島原市役所 ☎０５０
（３３８１）
５０００
加津佐交番が新庁舎での
業務開始
昨年９月から庁舎の建て替え工事の
ため南島原警察署内の仮庁舎で業務を
行ってきましたが、このたび、完成しま
したので、新庁舎での業務を開始します。
新庁舎での業務開始
３月14日㈮ 午後１時〜
所在地
加津佐町己２８２０番地６２
電話番号 ※電話番号に変更はありません。
☎０９５７（８７）２０７０
問南島原警察署 地域課
☎０９５７（８６）２１１０（代表）
加津佐商店街

新・加津佐交番
← 至 雲仙市

公園●

R251

加津佐前浜海水浴場

至 島原市 →
●
ファミリー
マート

南島原市障害者スポーツ教室

☎０９５７（６５）２８８７

春うらら
〜音楽の花束をそよ風にのせて〜
と３月16日㈰
開場…午後０時30分〜
開演…午後１時〜
ばありえコレジヨホール
演目
・クラシックの花束
・日本の春の歌
・愉快にディズニー
・ミュージカルとスクリーンミュージック
・皆様とご一緒に歌いましょう


年齢・性別を問わず誰でも参加でき
ます。障害者福祉に携わる人やスポー
ツに興味のある人も大歓迎です。
と３月16日㈰ 午後１時〜３時30分
ば南有馬武道館
なフライングディスク、フロッカー、
ボッチャ、ヒットだ！ターゲット
講師…長崎県障害者スポーツ協会
り無料
し３月10日㈪
問南島原市身体障害者福祉協会 事務局
☎０９５７（６５）２８８８

くらしの 情報

固定資産税の特例措置の
要件緩和
半島地域における固定資産税の不均
一課税（通常より低い税率）の対象要
件が緩和され、制度がより活用しやす
くなりました。
対新規に設備投資した製造業、旅館業
要件…投資額500万円以上かつ新規
雇用１人以上
問商工観光課
☎０５０（３３８１）５０３２

「 世 界 一 受 け た い 授 業 」の
先生が講演
ライオンズクラ
ブ国際協会３３７
ーＣ地区第60回年
次大会において、
「世界一受けたい
授業」でおなじみ
の理学博士・数学
者秋山仁先生が講
演されます。
午後１時30分〜３時

と４月13日㈰
ば諫早文化会館
演題…子どもの数だけ夢があり、夢
の数だけ明日がある
り無料（ただし整理券※が必要です。）
※往復はがき
応募期間…２月20日㈭〜３月20日
㈭必着
も往復はがき（1人につき１枚）に郵便
番号、住所、氏名、電話番号などを記
載の上、お申し込みください。詳しく
はホームページをご覧ください。申
込多数の場合は抽選となります。
問ライオンズ国際協会３３７ーＣ地区
第６０回年次大会事務局
☎０９５４（２０）４２２０
〒843‐0301 嬉野市嬉野町大字下
宿乙1282

お 知 ら せ
こころの健康づくり
講 演 会
自殺は個人的な問題ではなく社会的
な問題です。地域のひとりひとりが遺
族の声を通して考えてみませんか。
と３月23日㈰
午後１時30分〜３時15分
ば有家保健センター
演題…自殺で家族を亡くすとは
〜遺族の思いと支援〜
講師
全国自死遺族総合支援センター
事務局長 南部節子氏
対市民
り無料
も不要
問福祉課
☎０５０（３３８１）５０５１

自死遺族のつどい
（みなみ風の会）
大切な人を自殺で亡くすと「自分が
悪かったのではないか」「どうして気
づいてやれなかったのだろう」など、
疑問や不安、自責の念などさまざまな
思いを抱くことがあります。この会は、
残されたかたがたが寄り添い、語り合
うことを通して悲嘆を分かち合い、共
に支えあうことを目的としています。
※秘密は厳守します。
と３月23日㈰
午後３時30分〜４時30分
ば有家保健センター
り無料
対自死（自殺）で大切な人を亡くした人、
市外からの参加も可
も不要
問福祉課
☎０５ ０（ ３ ３ ８ １ ）５ ０ ５ １

ライオンズクラブ国際協会 337-C 地区
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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。
（好評募集中）

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…
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企画振興課 ☎０５０
（３３８１）
５０３０
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