通信
市政
地域の将来像をみんなで考えよう

まちづくりについて市長と意見交換しませんか

都市計画マスタープラン地域別懇話会

終 と な り ま す。こ れ ま

主義」の考えで、市民と

で話し合ってきた、地域

と も に、元 気 で 活 力 あ

の将来像の実現に向け

る「ひ と」・「ま ち」
づく

て 考 え を ま と めま す。

りを進めるため、
「元気

支 所・行 政 セ ン タ ー 単

なまちづくりじげもん

位で順次開催しており、

トーク」を開催していま

地域の皆さんの参加をお待ちしています（申し込み不

す。皆さんの参加をお待ちしています。

ところ

7月14日
（水） 鹿町地区生涯学習センター

7月15日（木） 江迎地区生涯学習センター
8月 4日（水） 宮地区公民館

き

※開催時間は、いずれも19時から2時間程度。

ブ・プログラム」に参加した事業者のうち、

般を管理・改善するために用いる経営管理システム）で

ことし4月1日以降にエコアクション21認証

をご覧になるか、お尋ねください。

アクション21の認証・登録を目指す事業）に先立って

内

容 「佐世保の漁業の未来について」をテーマに、

開催するセミナー

昼食を取りながら市長と意見交換
応募用紙に必要事項を記入し、郵送（〒8578585・住所不要）、ファクス
（252184）、E
メ ー ル（hi
shok@ci
t
y.
sasebo.
l
g.
j
p）で 秘 書

と

き

7月21日（水）14時～

ところ

市民会館・1階「集会室A」

対

象

市内の事業所、団体など

費

用

無料

※事前に申し込みが必要です。詳しくはお尋ねを。

冗環境保全課

ことし10月に福岡市博多区にオープンする佐世保
市・雲仙市・長崎市の共同アンテナショップ「キトラス」
（愛称）内の物産ゾーンで販売する商品を募集します。
福岡都市圏への販路の拡大にチャレンジしてみませんか。

ンロードを。郵送、ファクスでも送付します。
7月15日（木）必着
冗秘書課

緯241111

獅

秋季予防接種は行いま
せんのでご注意を！

夏季ポリオ予防接種の日程

本年度から、ポリオ予防接種は春季と夏季に実施し、
対象年齢

地域福祉の推進にあなたの声を

推進委員会の市民委員を募集
昨年3月に策定した「佐世保市地域福祉計画」を推進

象

※応募方法など詳しくはお尋ねを。
PUBLI
CRELATI
ONSSASEBO 2010_7

15

生後3カ月～7歳6カ月未満

※注意事項など詳しくは市ホームページをご覧になるか、

接種時間 13時～13時30分

健康づくり課へお尋ねください。

（黒島・宇久地域は14時～14時30分）

冗健康づくり課

緯241111

ポリオ接種日程表
7月 9日（金） 広田地区公民館

7月29日（木） 中部地区公民館

8月19日（木） 柚木地区公民館

祉計画推進委員会」を設置するに当たり、市民目線で

7月12日（月） 東部保健福祉センター

7月30日（金） 江上地区公民館

8月20日（金） 小佐々行政センター

8月 2日（月） 東部保健福祉センター

8月23日（月） 愛宕地区公民館

募集資格

市内在住の18歳以上の人（高校生不可）

募集人数

2人程度
ための方法について」をテーマとするご意
見（400字程度・様式自由）と住所、氏名、年
齢、電話番号を明記し、郵送（〒8570042、
高砂町51）、ファクス
（259684）、Eメール
（hokf
uk@ci
t
y.
sasebo.
l
g.
j
p）の い ず れ か で
保健福祉政策課へ

締め切り

7月26日（月）必着
冗保健福祉政策課

ところ

（エコスパ佐世保横）

7月13日（火） 世知原行政センター健
康館
7月14日（水） 西地区公民館

緯241111

とき

ところ

（エコスパ佐世保横）

8月 3日（火） 九十九地区公民館

とき

ところ

8月24日（火） 南地区公民館
8月25日（水） 花高体育室

7月15日（木） 市民会館

8月 4日（水） 十郎新町中央集会所

7月16日（金） 総合グラウンド陸上競技
場ミーティングルーム

8月 5日（木） 江迎地区生涯学習セン
ター（旧中央公民館）

7月20日（火） 大野地区公民館

8月 6日（金） 日野本町公民館

7月21日（水） 宮地区公民館

8月 9日（月） 市民会館

7月22日（木） 黒島診療所

8月31日（火） 総合グラウンド陸上競技
場ミーティングルーム

8月10日（火） 山祖公民館

9月 1日（水） 黒髪22組公会堂

8月16日（月） 北地区公民館

9月 2日（木） 広田地区公民館

8月17日（火） 針尾地区公民館

9月 2日（木） 宇久保健福祉センター

8月18日（水） 東部住民センター

9月 3日（金） 市民会館

7月26日（月） 三川内地区公民館
7月27日（火） 山澄地区公民館（山祖公民

※結果は、8月9日
（月）
までに全員にお知らせします。
冗企業立地・観光物産振興局 緯241111

※接種当日の午前中に体温を測ってからお越しください。

とき

募集方法 「地域住民によるつながり・支え合いを築く

アンテナショップが入
る「ふくぎん博多ビル」
（福岡市博多区上川端
町1220）
。福岡市営地
下鉄「中洲川端駅」から
徒歩1分

母子健康手帳

効性のある取り組みなどを検討する「佐世保市地域福

農水産品・加工品、花き、菓子類、工芸品
などを取り扱う市内の事業者

持参する物

するため、さまざまな立場からの意見を基に、より実

ご意見をいただく市民委員を募集します。
対

緯261787

※応募用紙は市ホームページでダウ

秋季は実施しません。ご注意ください。

アンテナショップの商品を募集

認証・登録経費の3分の1
（上限5万円）

シアティブ・プログラム」
（多くの事業所が一斉にエコ

市内在住者6人程度

冗都市政策課 緯241111

福岡都市圏へ販路拡大のチャンス！

・登録を受けた事業者
補助額

ことし9月に実施する「エコアクション21自治体イニ

象

締め切り

染、水質汚濁、廃棄物などの低減を目指し、事業活動全

①エコアクション21セミナー

7月23日（金）12時～13時30分

課へ

①の「エコアクション21自治体イニシアティ

※条件や申し込み方法など、詳しくは市ホームページ

対

8月 6日（金） ひまわりの館（吉井地区）

象

す。本市がエコアクション21の普及を図るために実施

市役所5階・副市長応接室

8月 5日（木） 小佐々地区生涯学習センター

対

するセミナーや補助制度についてお知らせします

と こ ろ

応募方法

②エコアクション21認証・登録事業者に対する補助

策定した環境マネジメントシステム（企業による大気汚

要。前回参加していない人も参加できます）。
と

エコアクション21の普及に向けて

「エコアクション21」とは、環境省が中小企業向けに

本市では、「市民第一

とき

企業向けの環境マネ
ジメントシステム

第12回じげもんトーク参加者募集

第4回となる今回が最

※江迎・鹿町地域は第3回を開催します。

獅

館とは異なります）

7月28日（水） 鹿町行政センター健康館
（旧母子保健センター）

（早岐支所横）

8月27日（金） 吉井地区生涯学習セン
ター
8月30日（月） 中里皆瀬地区公民館
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