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長崎県高等学校島原半島美術展
島原半島内の高校生の美術の祭典、
第16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）
問島原工業高等学校
☎０９５７
（６２）
２７６８

80歳と５歳の人、集まれ！
国立公園「雲仙」は、昭和９年に日本
で最初の国立公園の指定を受けて以来、
今年で80周年を迎えます。また、島原半
島ジオパークは、平成21年に日本で最初
に世界ジオパークを受け、今年で５周年
を迎えます。これらを記念した「キック
オフイベント」の開催にあたり、80歳ま
たは５歳を迎える人たちと共にお祝いし
たいと思います。80歳と５歳の皆さんの
応募をお待ちしています。
と３月16日㈰ 午前11時〜（約１時間
ば仁田峠第１展望所
定80歳の人…３人、５歳の人…７人
※応募多数の場合、抽選で決定。
※出場者は、風船飛ばしへ参加してい
ただきます。記念品贈呈。
も応募用紙に必要事項を記入の上、郵
送またはＦＡＸ、Ｅメールで申し込
みください。
〆２月 28 日㈮ 午後５時
問国立公園「雲仙」指定80周年及び島
原半島世界ジオパーク認定５周年記
念事業実行委員会（事務局：島原半島
観光連盟）
☎０９５７（６２）０６５５
℻０９５７（６２）０６８０
Eメール： shimakanren@gamadas.jp
〒855-0879 島原市平成町１−１

定：定員

り：料金

対：対象者

し：応募締切

島原特別支援学校南串山分教室
校外バザー
日ごろの作業学習の成果発表と、販
売による作業学習への意欲向上を目的
に、校外バザーを開催します。生徒が
製作した製品や販売の様子をぜひ、ご
覧ください。
と２月21日㈮
午前10時30分〜午後１時20分
ばイオン有家店
なマグネット、キャンドル、ヘアーゴ
ム、エコたわし、封筒の販売
問島原特別支援学校 南串山分教室
☎０９５７
（７６）
３０２５

【公民館講座受講生募集】
親子工作講座どんぐり教室

講師…山平 勝氏
と３月23日㈰ 午前10時30分〜正午
ば西有家総合学習センター
り３００円
定親子20組
なその季節に採取できる自然の物を使
って「まつぼっくりのデコレーショ
ン」「レリーフ」「まつぼっくりの人
形」を制作。
も電話、Eメールで申し込んでくださ
い。
〆２月28日㈮
問西有家教育振興班
☎０５０（３３８１）５１５４
E メ ール：n ish iarie- k yo u ik u @
ci ty . m in amish imab ara.lg .jp

も：申込方法

問：申し込み・お問い合わせ

ポルトガル人画家が描く
南島原の人々
「 イ マ ド キ 」絵 画 展

ポルトガル人の画家、ジョアン・カ
ルヴァーリョ氏による「イマドキ」を
テーマとした絵画展。昨年６月に本市
を訪れ、民泊や小学生との交流などを
行い、今を生きる南島原の人たちを肌
で感じたカルヴァーリョ氏の描く、ポ
ルトガルと日本両国の生きる人たちを
表現した作品展です。キャンバスに映
る両国の人々の笑顔、言葉、希望、信
念を比べながらお楽しみください。
と２月８日㈯〜11日㈫
午前９時〜午後５時
※カルヴァーリョ氏のワークショップ
を開催します。
◦8日：午前11時30分〜／午後２時〜
◦9日：午前11時〜
ば有家保健センター
主催…南島原市世界遺産市民協働会議
後援…ポルトガル大使館
問企画振興課
☎０５０（３３８１）５０３０

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。
子育て中の人なら誰でも歓迎します。
あなたと家族の居場所をつくりましょ
う。個別面談もお気軽にどうぞ。
共通事項
・開催時間：午後２時〜３時
・申し込み：３日前までに電話で申し
込んでください。
と２月10日㈪
な中国茶を飲みながらお話しましょう
◦講師：国際交流員ジョウさん
と２月14日㈮
なお母さんへの読み語り
◦講師：家庭教育支援員
と２月21日㈮
なママも楽しくからだ遊び
◦講師：チームひまわり
と２月26日㈬
な子育てのヒントを学ぼう
◦講師：NFPファシリテーター
問教育委員会 生涯学習課
☎０５０（３３８１）５０８２

行政書士記念日無料相談会
県行政書士会では、行政書士記念日
による無料相談会を開催します。
と２月21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

あなたの会社、お店の広告を載せてみませんか。

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

作ろう！遊ぼう！
ジャンボ迷路

お 知 ら せ

子育て応援プロジェクト第８弾。椅
子や三角コーンなどでジャンボ迷路を
作って遊ぼう！いろいろなミッション
を攻略しよう！
と２月22日㈯ 午後２時〜４時30分
ば有家小学校体育館
り２００円（当日徴収）
定先着 30 人
持参品…水筒、体育館シューズ
も電話またはメール（氏名・学校名・学
年・連絡先を明記ください）
〆２月21日㈮
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
ま た、「こ ど も の 街 チ ャ ム シ テ ィ」
が３月にオープンします。子どもたち
が自分で創る子どものための街です。
働くのも子ども、住人も子どもだけ。
なりたい職業で働いて、疑似通貨でお
買い物をします。
と３月29日㈯、30日㈰
午前10時〜午後４時
ば有家小学校体育館（予定）
り３００円（パスポート発行）

第16回 有馬ひょうたん展
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。
と３月１日㈯ 午前９時〜午後５時
３月２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
※来場者には抽選でひょうたんをプレ
ゼント
問有馬愛瓢会（事務局：小松）
☎０９５７（８４）２３８７

井戸を適正に管理しましょう
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
井戸の周辺を清潔に保ち、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（年
に１回程度）を受け、安全性の確認を
してください（大腸菌群や、硝酸性窒
素などの10項目の検査で８千円程
度）。
井戸水の飲用
井戸水を飲用する場合は、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
☎０５０（３３８１）５０４１

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
・林
ルミ（加津佐町）
・喜多 照幸（東京都）

運転免許証の即日交付が始まります

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）

くらしの 情報

お問い合わせは…南島原市役所 ☎０５０
（３３８１）
５０００

南島原警察署では、２月３日㈪から運転免許証の即日交付を開始します。
これまで交付には時間を要していましたが、各講習を受講後、当日に免許証が交付されます。
更新手続き受付

再交付受付…月〜金

・優良・高齢者講習…月〜金

9時〜16時

・違

反

講

習…木曜日

9時〜９時45分

・一

般

講

習…木曜日

12時〜12時45分

・初

回

講

習…木曜日

13時30分〜14時15分

9時〜16時

※２月３日以降、更新手続きでは写真が不要とな
ります。ただし、再交付や失効再取得の場合は
写真が必要です。

問南島原警察署 免許係 ☎０９５７
（８６）
２１１０
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