＊省略文字説明／と：日時

ば：場所

な：内容

ひとり親家庭の
新一年生のみなさんへ

定：定員

り：料金

対：対象者

し：応募締切

第24回 GAMADAS
まちづくり・住まいづくりフェア
（みそ五郎まつりと同時開催）

午前10時〜午後４時30分

前から平成噴火までの火山活動の跡

対18歳から54歳までの健康な人で、

し11月２日㈬

や堆積した地層など、その成り立ち

問公益財団法人 国際青少年研修協会

の記憶が、普段何気なく見ている地

体重が男性45㎏以上、女性40㎏
問長崎県県南保健所（島原市）
献血ルームはまのまち（長崎市）

作教室、丸太切り競争、左官土壁
塗り体験などの各種競技
※餅まき、お楽しみ抽選会なども実施

なランドセル50個の寄贈

り入場・相談無料

対ひとり親家庭の新１年生

問長崎県建築士会

※申込多数の場合、収入状況や応募

☎０９５（８２４）３３３２
（公財）
日本骨髄バンク
☎０１２０（４４５）４４５

ＳＡＢＯウォーク2016
参加者募集

☎０９５７（６４）２７９８

理由を考慮し決定します。

台風、水火災などの非常事態の場合
において、災害が発生した市町村へ

早めに相続登記をすることで、将

どなたでも参加できます。新たな

来、２次３次の相続が発生して相続

知識との出会いを求めて多数の皆様

登記手続が困難となることや、不動

の参加をお待ちしています。

産取引が迅速に進まないなどのトラ

解とご協力をお願いします。

※雨天中止

予約制により相続登記についての相

り無料

（５日…午後６時〜７時30分）

ば水無川周辺（集合…大野木場砂防

談を受け付けています。

し10月25日㈫

（６日…午前９時〜正午）

予約申込み電話番号

を歩きますので動きやすい靴や服

（平日 午前９時〜午後５時）

問長崎県土地家屋調査士会

海外生活を通して交流を体験し、

国際感覚を養うことを目的に海外研

問長崎地方法務局島原支局
☎０９５７（６２）２５１３

定20人程度
し11月11日㈮

平成28年度
冬休み海外研修交流事業
参加募集

（平日 午前９時〜午後５時）

ダウンロードし、記入のうえ、郵

で参加下さい。

☎０５０（３３８１）５０４７

☎０９５（８２３）４８９５

☎０９５（８２８）０００９

必着

も住所、氏名、年齢、電話番号を書

社会福祉会館3階「ひとり親家庭福

い て、電 話、FAXな ど で 申 し 込

祉会ながさき 夢ランドセル事業係」

んでください。

修交流事業（５コース）を実施します。

（平日 午前８時30分〜午後５時15分）

「生きるチャンスを善意によって広げてゆく」

10月は骨髄バンク
推進月間です

問雲仙復興事務所 調査課

事前研修会では仲間づくりからサ

☎０９５７（６４）４１７１

全国で骨髄移植を必要としている

℻０９５７（６３）０９１４

患者さんは、毎年2,000人を数え

平成２９年度
コミュニティ助成事業の募集
平成29年度のコミュニティ助成事業を
募集します。
●事業区分
①一般コミュニティ助成
②コミュニティセンター助成
③青少年健全育成助成
④共生の地域づくり助成
⑤活力ある地域づくり助成
※内容・提出書類などの詳細については、
企画振興課までお問い合わせください。
〆10月19日㈬ 必着
問企画振興課 ☎０５０
（３３８１）
５０３０
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宝くじ助成事業で太鼓などを購入「無双鼓坊主」
「無双鼓坊主」は、青少年健全
育 成 と 地 域 活 性 化 を 目 的 に、布
津 町 内 で 活 動 す る「布 津 無 双 太

消防本部 警防課
☎０９５７（６２）３０８０

第194回 コレジヨ市民文化講座
島原半島のジオサイト

ください。

※コースにより異なります。
ばオーストラリア、カナダ、サイパン、

島原半島のジオサイト。

フィリピン、カンボジア

大正11年の島原地震は、有馬川断

うために一人でも多くのドナー(骨

なホームステイ、クリスマス体験、

層上で最も揺れが大きく、マグニチ

髄・末梢血幹細胞の提供者)登録が

英語研修、文化交流、地域見学、

ュード6.9と6.5の２回の激震があ

不可欠です。登録には約２mlの採

野外活動など

り、北有馬では住家が全壊するなど

血で済みます。患者さんにとって、

定各コース１５人（先着順）

死者13人の甚大な被害がありまし

あなたの登録が命をつなぐチャンス

り23万8千円〜42万5千円

た。また、島原半島には、約430万年







広

鼓 継 承 会」の 中 学 生 以 下 の 部 と

10月9日㈰OPEN

し て、昭和60年 に 結 成 し、平成
27年に結成30年を迎えました。

南島原食堂

南島原市内イベントのほか、グループホームへの慰問など積極的
に参加し、地域文化の継承に努めるとともに、地域活性化の一助と

西有家町塔ノ坂にある

なるべく活動しています。

廃校を活用した食堂です。
市の名産であるそうめんと
地元の食材を使ったスムージーを

この「無双鼓坊主」は平成28年度一般コミュニティ助成事業で和太鼓

ご提供します。

などを購入しました。この事業は、宝くじ受託事業収入を財源とした自治

■場

総合センターの助成事業で、地域住民のコミュニティ活動を活性化させる
ことを目的とした宝くじの普及広報事業です。今回助成を受け新たに購入
した和太鼓などにより、一層地域に根ざした活動の展開が期待されます。

問島原地域広域市町村圏組合

ポートしますので、安心してご参加

ます。一人でも多くの患者さんを救

ら

長崎県消防学校

日㈬のうち、６〜10日間

℻０９５（８２８）１４７６

知

島原市安徳海岸埋立地（５日のみ）、

と12月24日㈯〜平成29年１月４

☎０９５（８２８）１４７０

お

別会場
（午前10時30分〜正午）

問ありえコレジヨホール

問長崎県司法書士会

合下さい。また、足場の悪い場所

問Fineネットワークながさき

と10月29日㈯ 午後２時〜４時

ばメイン会場…雲仙市多比良港埋立地

も下記ホームページから申込用紙を

〒850‑0054 長崎市上町1番33号

で、訓練を実施するにあたり、ご理
と11月５日㈯、６日㈰

長崎県司法書士会、長崎県土地家

注意事項…事前に昼食を済ませ集

Fine ネットワークながさき

九州各地区から防災ヘリコプター
や消防関係車両などが参加しますの

講師…有家史談会会員 松永 麟藏氏

ブルを防止することができます。

出動し活動を行います。

定40人

どを通る約４㎞のコースです。

さい。

れます。緊急消防援助隊は、地震、

て学ぶ講座です。

し10月31日㈪

送または FAX で申し込んでくだ

このような私たちの暮らしや文化
に繋がる島原半島ジオサイトについ

１号砂防堰堤、定点、柿の木坂な

お願いします。

援助隊九州ブロック合同訓練が行わ

ばありえコレジヨホール

午後１時〜４時

な大野木場砂防みらい館から水無川

※決定者は原則、贈呈式への参加を

長崎県を開催地として、緊急消防

相続登記を
お忘れではありませんか？

みらい館駐車場）

※決定者には決定通知書を郵送します。

緊急消防援助隊
九州ブロック合同訓練実施

屋調査士会及び長崎地方法務局は、

と11月20日㈰
島原支部

面や崖に残されています。

☎０３（６４１７）９７２１

☎０９５７（６２）３２８７

ス実演、大工さんの指導による工

「ランドセル｣を贈ります。

対小学３年〜高校３年

な専門家による住宅（リフォーム含
び設備機器などの展示、耐震ハウ

来年度、新１年生を迎える皆さんへ

になるかもしれません。

ば旧西有家町農協跡地
む）、不動産相談、住宅機器およ

ひとり親家庭のこども達を対象に、

☎０５０（３３８１）５０００

問：申し込み・お問い合わせ

以上の人

と11月６日㈰

くらしの情報

お問い合わせは…南島原市役所

も：申込方法

okaeritown.amebaownd.com

所…旧長野小学校塔ノ坂分校
（西有家町長野4421番地）
■営 業 日…10、11月は 毎週日曜日
12月以降は 第１・３日曜日
■営業時間…11：00〜17：00

告

お任せください！ シロアリ駆除
創業昭和四年

松尾白蟻
南島原市加津佐町

☎（0957）87 5112
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