
　緯24-6180（予約・相談専用）
　緯23-3828（当日連絡用）

巡回労働相談
●時10月26日賞10～16時
●場吉井地区公民館
●内労働問題全般についての相談に応
　じます　※相談無料、秘密厳守。
●問長崎県佐世保労働相談情報セン　
　ター　緯25-8110

長崎がんばらんば国体の
大会運営ボランティアの募集終了
多くの皆さんにご応募いただき、「大
会運営ボランティア」が人員に達しま
したので、募集を締め切ります。今後
ともご協力をお願いします。
●問国体推進室　緯76-7103

原子力艦原子力防災訓練
●時11月7日詳9～12時
●場市役所、佐世保港周辺、赤崎地区 
　一 帯など
●内屋内退避、避難誘導、情報伝達、モ
　ニタリング、除染用資機材設営な
　どの共同訓練
※当日は西地区、愛宕地区、九十九地
　区で防災行政無線による訓練用放
　送を予定しています。ご理解とご
　協力をお願いします。
●問防災危機管理局　緯23-9258

海区漁業調整委員会
委員選挙人名簿の縦覧

●時10月20日裳～11月3日裳　
●場選挙管理委員会事務局（閉庁日は市
　役所1階・管理員室）
●内登録資格者子平成5年12月6日まで
　に生まれた漁業経営者（法人を含
　む）とその家族、従業員で、年間90
　日以上漁業に従事する人
※9月1日現在で名簿を作成しました。

●問選挙管理委員会事務局

2013年漁業センサスの実施
調査員が訪問しますので、調査へのご
理解とご協力をお願いします。
●時10月下旬～11月上旬
●対市内で漁業を営む個人・事業所
●問政策経営課

休日・夜間申請受け付け
ボックスの利用を

住民票の写し、戸籍謄抄本の交付申請
ができます。詳しくはお尋ねください。
●場市役所前、各支所（吉井、世知原、江
　迎、鹿町、小佐々を除く）、島瀬町
　警察官連絡所横
※開庁日に回収後、証明書を送付。
●問戸籍住民課

市の公金受託者の名称変更
【犬の登録と狂犬病予防注射票の交付】
いけだ動物病院（7月31日まで）子合同

会社いけだ動物病院（8月1日から）
●問生活衛生課

新規高等学校卒業予定者
合同企業面談会

●時10月23日詔13～16時
●場体育文化館（光月町）
●対来年3月卒業予定の高校生
●申学校を通じて応募
●問ハローワーク佐世保　緯88-2007

明るい選挙啓発ポスター・書写
入賞作品展示会

●場●時 佐世保玉屋（10月10日詳～15日
　証）、島瀬美術センター（10月16日
　詔～21日訟）、小佐々支所（10月22
　日証～29日証）、世知原支所（10月
　30日詔～11月5日証）、鹿町支所（11
　月6日詔～12日証）、江迎地区文化
　会館（11月13日詔～19日証）　
●問選挙管理委員会事務局
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市政懇談会「おじゃましま～す！市長です」

市長が直接各地域に伺い、住民の皆さんと地域の課題について意見交換す
る市政懇談会「おじゃましま～す！市長です」。これまで多くの皆さんか
ら貴重な意見を伺うことができました。本年度も14地区で開催しますの
で、皆さんの参加をお願いします。

日程　開催場所

10月16日詔黒島地区公民館

10月21日訟相浦地区公民館

10月23日詔針尾地区公民館

10月31日詳南地区公民館

11月 1日象柚木地区公民館

11月 6日詔江上地区公民館

11月 8日象世知原地区公民館

今後の開催場所、日程

※崎辺地区での開催は来年度以降になりました。

市役所・中央保健福祉センターの各課へは、緯24-1111（代表）からおつなぎします。

祝日の燃やせるごみの収集
10月14日訟（体育の日）子収集します
11月4日訟（振替休日）子収集しません
●問廃棄物減量推進課　緯32-2428

10月は年金から引かれる
市県民税額が変更されます

10月は65歳以上の年金受給者の年金
から引かれる市県民税額が、年額に応
じて変更される月です。これまで市
県民税を年金から引かれていなかっ
た人も、65歳になるなど一定の条件が
整うと、年金から引かれるようになり
ます。6月か7月に送付した市民税・県
民税納税通知書でご確認ください。
●問市民税課

年金から引かれる保険税額は
毎年10月から変わります

10月以降の徴収額や本年度の保険税
額は、6月（後期高齢者医療保険料は7
月）に送付した納入通知書でご確認を。
●対国民健康保険税、介護保険料、後期
　高齢者医療保険料
●問保険料課

10月は市県民税第3期分、国民
健康保険税第5期分の納付月

忘れず納期内に納めましょう。納め
忘れがなく便利な口座振替のご利用
を。保険税を滞納すると保険証の有
効期間が短くなる場合があります。
また、特別な事情がなく長期滞納する
と、滞納処分を行う場合があります。
●問納税課（市県民税）
●問保険料課（国民健康保険税）

国民年金基金
国民年金基金は、自営業者などがより
豊かな老後を過ごすための、国民年金

に上乗せした公的な年金制度です。
●対国民年金1号被保険者で保険料を納
　めている人
●問長崎県国民年金基金　
　緯0120-65-4192

国民年金の前納割引制度
国民年金では、口座振替や現金納付、
クレジットカード納付で保険料を前
払いすると割り引きがある前納制度
があります。ぜひご利用ください。
※口座振替による前納の場合、割引額
　が多くお得です。詳しくはお尋ねを。
●問佐世保年金事務所　緯34-1189

敬老パス、福祉パスの更新
【更新】誕生月に、本人がパス券（福祉
パスは身障・療育・精神手帳も）を持っ
て市営・西肥バスの指定窓口へ
【新規・紛失】本人が印鑑（敬老パスは
身分証、福祉パスは手帳も）を持って
担当課（敬老パスは各支所等でも可）へ
※敬老パスの新規の受け付けは75歳
　の誕生日以降です。
※紛失は再発行時に手数料が必要です。
●問健康づくり課（敬老パス）
●問障がい福祉課（福祉パス）

交通事故などに遭ったら
国民健康保険、後期高齢者医療の加入
者が交通事故などに遭い、保険を使っ
て治療を受ける場合は、警察で事故証
明書をもらってから医療保険課へ届
け出てください。
●問医療保険課

10月11～20日は「犯罪のない
安全・安心まちづくり推進旬間」
防犯意識の向上、防犯団体の活性化を
図るための旬間です。
●内県内一斉防犯パトロール、地域安
　全キャンペーンなど

●問交通安全・防犯推進室

AEDを無料で貸し出します
AED（自動体外式除細動器）の無料貸
し出しをスタートします。
●対各種行事等を主催する市内団体の
　代表者　
※貸し出しは原則7日間です。
※詳しくは市民生活課や各地区公民館
　にお尋ねください。
●問市民生活課

無料調停相談会
弁護士、土地家屋調査士などの専門家
が相談に応じます。
●時10月17日詳10～18時
●場アルカスSASEBO
●内夫婦関係、金銭貸借、相続、土地建
　物など調停制度利用に関する相談
●料無料　※予約不要。
●問長崎地方裁判所佐世保支部
　緯22-9175

戦没者追悼式
ご遺族、市民の皆さんのご参列をお願
いします。
●時10月11日象10時
●場東公園（東山海軍墓地）
　※荒天時は市民会館に変更します。
●問市民生活課

鹿町地区戦没者追悼式
●時10月18日象10時●場鹿町地区公民館
●問市民生活課

出張女性相談室
●時10月12日賞、26日賞　※9～16時。
●場スピカ
●内女性の悩みなどに女性相談員が応
　じます　※相談無料、秘密厳守。
※市役所でも随時相談に応じます。
●問人権男女共同参画課
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ステイを受け入れるホストファミ
リーを希望する家庭を募集します。
【条件】市内在住の非単身者で、個室を
　提供でき、営利目的でないことなど
　※詳しくはお尋ねください。
●問国際政策課

佐世保市体育協会スポーツ教室
虚かけっこ教室（全4回）
●時11月16日賞、30日賞、12月14日賞、
　1月18日賞　※14～16時。
●場総合グラウンド陸上競技場
●対小学1～6年生●料1,300円●定60人
許キッズテニス教室（全4回）
●時11月30日賞、12月8日裳、12月22
　日裳、1月11日賞、25日賞、2月2日裳
　※9時～10時30分（小学1～3年生）、
　　10時30分～12時（小学4～6年生）。
●場総合グラウンド庭球場
●対小学生
●料2,500円●定各25人
●申往復はがきに陰参加者の名前隠性
　別韻生年月日吋住所右電話番号宇
　携帯メールアドレス烏学校名・学年
　を記入し、申込期間内に総合グラ
　ウンド管理事務所 佐世保市体育協
　会「教室名」（〒858-0925、椎木町無
　番地）へ試申込期間虚10月7日訟～
　25日象許10月21日訟～11月5日証
　※応募多数の場合抽選。
●問総合グラウンド管理事務所
　緯47-3125

はじめての人のための
スポーツトレーニング教室

●時11月の毎週土曜日　
　※10～12時、14～16時。
●場県北トレーニング室（天満町）
●内利用方法、運動メニューの案内
●対高校生以上で健康状態が良好な人

●料無料●定1日30人程度（先着順）
●申10月10日詳～27日裳に、電話か直
　接県北トレーニング室へ
●問県北トレーニング室　緯23-0010

情報メディア活用講座
はじめてのパソコンA（全4回）
●時11月18日訟～21日詳14～16時
はじめてのパソコンB（全4回）
●時11月25日訟～28日詳14～16時
●場総合教育センター（保立町）
●対市内在住で、パソコンを始めたば
　かりの人、パソコンを始めたい人
●料テキスト代500円●定各16人
●申10月29日証までに電話で総合教育
　センターへ　※応募多数の場合抽選。
●問総合教育センター課　緯76-7330

佐世保市男女共同参画宣言都市
12周年記念講演会

●時10月26日賞13時30分～15時20分
●場アルカスSASEBO
●内「男女で共に創る活力ある社会をめ
　ざして」をテーマとした講演会（講
　師＝元 杷  木 町長・中嶋玲子さん）

は き

●料無料●定120人
※託児あり（10月15日証までに要予約）。
●問男女共同参画推進センター「スピ　
　カ」　緯23-3828

佐世保青年会議所
創立60周年記念講演会

●時11月1日象15時～16時50分
●場市民会館（花園町）
●内 講師=トヨタ自動車株式会社名誉
　会長・張富士夫さん
●料無料●定先着1,400人（要申込み）
●申青年会議所で配布している参加申
　込書に必要事項を記入し、ファク
　スかEメールで青年会議所へ
※ホームページ（http://sasebo-jc.or.
　jp/2013）からもダウンロード可。

●問佐世保青年会議所　緯22-2483

全国過疎問題シンポジウム
2013　in ながさき

●時10月10日詳13時30分
●場アルカスSASEBO
●内基調講演、パネルディスカッショ  
　ン、特産品PR・販売など●料無料
●問地域政策課

第2回 徳育推進フォーラム
●時10月19日賞14時
●場総合教育センター（保立町）
●内市長と佐世保徳育推進会議会長の
　公開対談など●料無料
●問佐世保徳育推進会議事務局　　　
　緯23-2856

滋
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10月9～11日
9～11日
12～15日
14～16日
17～20日
19～21日
22～24日
22～24日
25～27日
26～29日
28～29日

30日～11月1日
30日～11月1日

2～4日
2～5日
5～6日
6～8日
7～9日
9～12日
10～12日

煙岸和田S級場外
煙小倉S級載場外
煙熊本記念場外
煙川崎S級載場外
煙千葉記念場外
煙函館S級載場外
煙防府S級場外
煙松戸FII 載場外
煙川崎FII載場外
煙一宮記念場外
煙久留米FII載場外
煙別府S級場外
煙いわき平FII載場外
煙小倉S級載場外
煙大垣記念場外
煙松戸S級載場外
煙青森S級場外
煙川崎S級載場外
煙取手記念場外
煙小倉S級載場外
※載＝ナイター

10月9日～11月12日開催分
させぼ競輪情報緯31-4797

大規模な土地取り引きは届け出を
大規模な土地取り引きをしたときは、
国土利用計画法により権利取得者は2
週間以内に届け出が必要です。
※詳しくはお尋ねください。
●問建築指導課

住まい・るフェスタ2013
in させぼ

●時10月13日裳11～16時●場島瀬公園
●内無料相談会、バリアフリー体験など
●問建築指導課

第9回産業展　
SASEBO夢マーケット

●時11月2日賞11～17時、3日裳10～16時
●場佐世保競輪場（干尽町）
●内総合展示会、即売会など●料無料
●問佐世保商工会議所青年部事務局　
　緯22-6121

建築リサイクル法推進の
一斉パトロール

10月はリサイクル月間です。建築資
材廃棄物の適正分別・再資源化を確認
するパトロールを実施します。
●時10月21日訟～25日象
●場建設現場、解体現場
●問建築指導課

建築一斉公開パトロール
違反建築をなくし、安全・安心なまち
づくりを行うための公開パトロール

を実施します。
●時10月11日象10～16時●場市内一円
●問建築指導課

東京佐世保会  第40回記念
「ふるさと佐世保の夕べ」

●時11月15日象18時30分
●場ハイアットリージェンシー東京
●内懇親会、抽選会、物産販売など
※東京近郊にお住まいの家族、友人に
　お知らせください。
●問東京事務所　緯03-5213-9060

福井洞窟発掘調査
成果展・成果報告会

成果展
●時10月20日裳～11月9日賞10～18時
　※火曜休み。
●場島瀬美術センター●料無料
成果報告会
●時11月2日賞13～15時
●場島瀬美術センター
●問社会教育課

ポリテクセンター1月生
再就職を目的とした公共職業訓練で
す。訓練科目試テクニカルオペレー
ション科、金属加工科、電気設備科、
住宅施工技術科、住環境コーディネイ
ト科
●対ハローワークに登録した求職者
●料無料　※テキスト代等は自己負担。
●申 11月1日象～12月2日訟にハロー

　ワークの訓練担当窓口へ
●問ポリテクセンター佐世保
　緯58-3118

基地内大学見学会の参加者
米海軍佐世保基地内にある3大学の見
学会を開催します。
●時11月4日訟蒋11時30分～12時30分
●対次の陰～韻全ての条件を満たす人
　陰日本国籍で、県内居住の人隠高
　校生以上の人韻英検2級程度以上の
　英語力がある人●定20人
●申10月1日証～17日詳までに基地内
　大学就学実行委員会事務局へ
※詳しくはお尋ねください。
●問基地政策局内・基地内大学就学実行
　委員会事務局

「土木の日」土木工事現場見学会
●時11月10日裳9～18時
●内長崎市のダム、港、千綿トンネルの
　見学
　※中央保健福祉センター前集合。
●料無料●定90人　※応募多数の場合抽選。
●申往復はがきに住所、氏名、年齢、電
　話番号、返信用宛て名を書いて技
　術監理課へ
●〆10月18日象（消印有効）
※昼食、筆記用具、雨具を持参。
●問技術監理課

親と子の土木現場見学会
●時11月17日裳10～14時
●内寺辺川砂防ダム（城間町）の見学
●対小学生と保護者●料無料（昼食付き）
●定20組　※応募多数の場合抽選。
※申し込み方法など詳しくはお尋ねを。
●問県北振興局砂防防災課   緯23-5083

青少年ホームステイ事業の
ホストファミリー登録者

海外姉妹都市等からの青少年ホーム
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同和問題とは烏
平成22年度の人権に関する県民意識調査によると、「お子さんの結婚しようと
する相手が被差別部落出身者である場合、どうしますか」という設問で、「認め
ない」との回答が少数ありました。同和問題への不十分な理解が差別につなが
る場合があり、私たち一人一人が誤解や偏見にとらわれることなく、正しい知
識を得ることが大切です。　  　　　　　　　　　　　 ●問人権男女共同参画課
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