
原爆投下の日に黙とうを
昭和20年8月6日8時15分に広島市、9
日11時2分に長崎市に原子爆弾が投下
されました。犠牲者のご冥福をお祈
りするため、投下時刻にサイレンを鳴
らしますので、黙とうをお願いします。
●問市民生活課

防災行政無線の情報案内
7月から、防災行政無線で放送された
内容を電話で聞くことができます。
現在は旧佐世保市域放送分だけです
が、今年度中に合併地域放送分も案内
ができるよう、準備を進めています。
【防災行政無線テレホンサービス】
緯0180-999-987（通話料が必要）
●問防災危機管理局　緯23-9258

出張女性相談室
●時7月13日賞、27日賞　※9～16時。
●内女性の悩みや相談に女性相談員が
　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
　緯24-6180（予約・相談専用）
　緯23-3828（当日連絡用）

出張！就職活動相談会
「フレッシュワーク佐世保」と「長崎県
再就職支援センター佐世保」のキャリ
アカウンセラーが対応します。
●時7月11日詳13～18時
●場広田地区公民館●料無料●申不要
●問長崎県再就職支援センター
　緯24-1090

第63回社会を明るくする運動
強調月間

7月は「社会を明るくする運動」の強調
月間です。全ての国民が犯罪や非行
の防止、罪を犯した人たちの更生につ
いて理解を深め、力を合わせて明るい

地域社会を築くことを推進する活動
を行います。本市では運動の一環と
して、青少年の非行防止と更生の援助
のための弁論大会を開催します。
●時7月20日賞12時●場アルカスSASEBO
●問「社会を明るくする運動」佐世保地
　区推進委員会　緯25-3188

中小企業等人材育成支援事業の
一部を補助します

人材育成のために外部の研修機関へ
従業員を派遣する場合や、市内で研修
会を開催した場合、対象経費の半額を
補助します。　※上限あり。
●対市内の中小企業者等
●申申請書を産業振興課へ
●問産業振興課

平成25年地価公示価格の活用を
●場市役所6階・行政資料閲覧コーナー、
　各支所、宇久行政センター、図書館
※国土交通省ホームページでも閲覧
　できます。
●問財産管理課

業務を委託（平成25年度）
【総合病院駐車場使用料の徴収業務】
叙中央ビル管理【三川内焼伝統産業会
館使用料、冷暖房使用量、三川内焼パ
ンフレット「三昧」代金の収納等業務】
三川内陶磁器工業協同組合【宇久地区
ごみ処理手数料徴収・納付業務】同地
区内25地区代表者

道路ふれあい月間
8月は「道路ふれあい月間」で、10日賞
は「道の日」です。道路は日常生活に
欠かせない社会基盤です。道路の重
要性についてご理解をお願いします。
●問土木政策・管理課

夏の交通安全県民運動
7月10日詔～19日象は夏の交通安全県
民運動期間、12日象は「飲酒運転根絶
啓発強化の日」です。期間中は街頭キャ
ンペーンや車両パレードなどを通じて
啓発活動を行います。【スローガン】
スマホ手に 車や自転車 事故のもと
●問交通安全・防犯推進室
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「1日乗車券」を販売
期間中、「1日乗車券」で乗車できる範
囲を全線にします。
●時7月13日賞～9月1日裳
●料中学生以上500円、小学生以下250円
※6月23日裳～9月1日裳は1日乗車券
　の利用範囲を総合グラウンド前バス
　停まで拡大します。プール入場料の
　割引特典も付いています。
白浜海水浴場行きを運行
俵ヶ浦行きの一部を変更して運行しま
す。時間帯は各バス停でご確認を。
●時7月13日賞～8月12日訟

「夏休みこども定期券」を販売
期間中、全線が乗り放題になる定期券
です（定期観光バスは利用不可）。
●時7月13日賞～9月1日裳
●対小学生（年齢が確認できるものが必
　要）
●料3,000円（7月8日訟から駅前バス　
　センター、島瀬定期券売り場、黒髪
　・矢峰営業所で販売）
※この定期券で乗車する子どもに同伴
　する家族は1回の運賃が大人100円、
　小学生以下50円になります。

市営バス  夏休み限定のお得なサービス！

●問交通局業務課　緯25-5111

祝日の燃やせるごみの収集
7月15日訟（海の日）子収集します
●問廃棄物減量推進課　緯32-2428

第23回参議院議員通常選挙
参議院議員通常選挙が予定されてい
ます。お知らせなどを記載した投票所
整理券を公示日後に発送します。忘
れずに投票に行きましょう。
●時7月21日裳（宇久地域は7月20日賞）
●問選挙管理委員会事務局

7月は固定資産税第2期分、国民
健康保険税第2期分の納付月

忘れずに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。保険料を滞納すると保険証の
有効期間が短くなったり、診療費が一
時的に全額自己負担になったりする
場合があります。
●問納税課（固定資産税）
●問保険料課（国民健康保険税）

国民年金の免除申請をお忘れなく
経済的な理由などで国民年金を納め
ることが困難な場合、保険料の納付が
免除される「国民年金保険料免除制
度」があります。保険料を未納のまま
放置すると、将来の老齢基礎年金や、
いざというときの障害基礎年金を受
け取れない場合がありますので、保険
料の納付が困難な人は免除制度をご
利用ください。
●時 昨年7月～ことし6月分子7月31日
　詔まで、ことし7月～来年6月分子7
　月1日訟以降
●場医療保険課、各支所、宇久行政セン
　ター、佐世保年金事務所
●問医療保険課
●問佐世保年金事務所　緯34-1189

後期高齢者医療被保険者証と
国民健康保険高齢受給者証の更新
7月下旬ごろ、該当者に新しい後期高
齢者医療被保険者証（75歳以上）、国民
健康保険高齢受給者証（国保加入の70
～74歳）を送付します。8月1日詳以降
は新しい証を使用してください。
※毎年8月に前年の所得を判定して、
　医療費の一部負担金の割合を見直
　しています。
※新しい国民健康保険高齢受給者証
　の有効期限は来年3月31日訟までで
　す。4月からは国民健康保険証と高
　齢受給者証を一体化し、国民健康保
　険証に負担割合を記載します。
●問医療保険課

後期高齢者医療保険料の
納入通知書を送付

7月中旬ごろ、保険料の普通徴収の対
象者に納入通知書を送付しますので
ご確認ください。保険料は納期内に
納めましょう。
●問保険料課

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
　の誕生月以降です。
※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）

市税の証明発行について
市税の証明・閲覧等請求には本人確認
書類が、代理人による請求時には委任
状等が必要ですのでご注意ください。

なお、非課税証明書は来年度から所得
課税証明書に統一します。
●問市民税課

住民基本台帳カードの
有効期限をご確認ください

住民基本台帳カードの有効期限は発
行日から10年です。有効期限はカード
表面に記載してありますのでご確認
ください。
●問戸籍住民課

電子証明書発行などの一時停止
7月29日訟、30日証の2日間、電子証
明書の発行などができません。
※パスワードの変更・初期化・ロック
　解除等は実施できます。
●問戸籍住民課

浄化槽設置費用の一部を助成
生活排水による水質汚濁を防ぐため、
浄化槽設置費用の一部を助成します。
金額は地域や浄化槽の大きさで異なり
ます。詳しくはお尋ねください。
※浄化槽の改造工事資金の融資を金 
　融機関から受けた人には、支払利子
　分を補助する制度もあります。
●問環境保全課　緯26-1787

総合グラウンドプールの臨時休業
長崎がんばらんば国体のリハーサル
大会中は一般利用ができません。
【休業期間】7月26日象～28日裳
●問スポーツ振興課

司法書士による無料相談会
●時8月3日賞10～15時
●場労働福祉センター（稲荷町）
●内 会社や法人の設立、役員変更など
　登記についての相談会
●問長崎県司法書士会
　緯095-823-4777
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　ギー使用量が原油換算でおおむね
　100kl（年間光熱費おおむねね600
　万円）未満の中小事業者
●料無料●定先着5件程度
●申市ホームページに掲載している申
　請書を環境保全課へ提出
●問環境保全課　緯26-1787

姉妹都市コフスハーバー市へ
寄贈する「こいのぼり」

姉妹都市のオーストラリア・コフス
ハーバー市は、毎年5月5日の子どもの
日に市民の皆さんから寄贈されたこ
いのぼりを掲揚しています。本市で
は姉妹都市締結25周年を記念し、新し
いこいのぼりを寄贈する予定です。
ご家庭で役目を終えたこいのぼりを
お譲り下さい。
暫こいのぼりの大きさは問いません
暫目立つ汚れや大きな傷があるもの
　はご遠慮ください
暫矢車、ポール等はご遠慮ください
●申7月19日象までに国際政策課へ郵
　送（〒857-8585、住所不要）か持参
※配送料金は負担しませんのでご注
　意ください。
●問国際政策課

長崎県献血フェスタ2013 
in 佐世保 

7月の「愛の血液助け合い運動」月間に
ちなみ、長崎県献血推進大会が3年ぶ
りに本市で開催されます。

●時7月28日裳13時～15時30分
●場コミュニティセンター（光月町）
●内優良献血者表彰、ミニライブなど
●問健康づくり課

就職活動のための
キャリアガイダンス

●時7月27日賞13時30分～15時30分
●場労働福祉センター（稲荷町）
●内履歴書・職務経歴書の書き方や面
　接、小論文対策など
●対ひとり親家庭の親
●料無料●定先着30人
●申電話でアソウ・ヒューマニーセン　
　ターへ　※託児あり（要予約）。
●問アソウ・ヒューマニーセンター
　緯095-826-9800

市立総合病院「患者サロン」
「粒子線治療ってどんなもの？」を
テーマとした放射線治療専門医のミ
ニ講演などを予定。患者や家族同士
の語らいの場です。
●時7月18日詳14時～15時30分
●場市立総合病院・1階
●対がん患者と家族（同院に通院してい
　ない人も参加できます）
●問市立総合病院地域連携室
　緯24-1515

させぼ男女共同参画セミナー
【スピカで始める基礎講座・第2回】
●時7月26日象13時30分～15時
●場スピカ
●内感染症の予防について
●定30人●申電話か直接「スピカ」へ
※託児あり（7月16日証までに要予約）。

【みんなで楽しむ国際交流 in SASEBO】
●時7月29日訟13時30分～15時
●場スピカ
●内中国のお茶の文化、男女共同参画

　に触れ、国際交流を深める（講師=
　本市国際交流員・ 王  珊珊 さん）

おう さんさん

●対市内に在住または勤務する人
●定30人●申電話か直接「スピカ」へ
※託児あり（7月19日象までに要予約）。
●問男女共同参画推進センター「スピ　
　カ」　緯23-3828

滋
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※載＝ナイター

7月8日～8月13日開催分
開催日程

緯31-4797

レディース・カップル教室
ランチとドリンクが付きます。
●時7月14日裳●対女性、カップル
●料無料
●定先着60人
●申前日までに電話で競輪事務所へ

させぼ競輪情報

7月8～10日
9～11日
9～11日
12～14日
12～15日
15～17日
16～18日
19～21日
20～23日
22～24日
25～27日
25～28日
28～30日
29～31日
8月2・3日
2～4日
5～7日
6～8日
8～10日
9～11日
10～13日

煙別府S級場外
煙本場開催
煙川崎S級載場外
煙いわき平FⅡ載場外
煙寛仁親王牌GⅠ場外
煙函館S級載場外
煙熊本S級場外
煙川崎S級載場外
煙豊橋記念場外
煙小倉S級載場外
煙平塚S級載場外
煙高知記念場外
煙小倉S級載場外
煙武雄FⅡ場外
煙サマーナイト場外
煙熊本S級場外
煙高松S級場外
煙平塚FⅡ載場外
煙本場開催FⅡ
煙川崎S級載場外
煙富山記念場外

夜間漏水調査にご協力を
水道管の漏水調査は、わずかな漏水音
を聞き取らなければならないため、車
両の騒音や水道の使用が少ない夜間
に区域を決めて実施しています。漏
水の早期発見と道路陥没などの二次
災害防止のため、皆さんのご理解とご
協力をよろしくお願いします。
●問水道事業課　緯24-1151

より安全でおいしい水のために
次の場合は使い始めのバケツ1杯程度
を飲み水以外にご利用ください。
暫長期間留守にした後や朝一番に水
　を使用するとき
暫昭和53年以前に水道工事を行った
　家庭の場合（鉛管が使用されている
　可能性があり、鉛が溶け出す恐れが
　あります）　
●問水道事業課　緯24-1151

一般競争入札による市有地売却
●内 物件=白岳町836番4（933.43釈）、
　大潟町290番270ほか（502.92釈）
●申入札参加申込書に身元証明書（法人
　の場合は履歴事項全部証明書）、印
　鑑証明書など必要書類を添えて財
　産管理課へ
●〆8月9日象
※申込書は市ホームページからダウ
　ンロードできます。
※物件の詳細など詳しくは市ホーム

　ページで確認するか、お尋ねを。
●問財産管理課

公共賃貸住宅入居者
【市営・特定公共】
　小ヶ倉住宅（吉井地域）、世知原中央
　住宅、古里住宅（小佐々地域）、平野
　住宅（江迎地域）、シーサイド鹿町住
　宅、愛の里住宅（宇久地域）
【県営・公社賃貸】
　アルファ（三浦町）、吉岡団地、花高
　団地、須佐団地、もみじが丘団地
●対（市営分）公営住宅の収入基準を超
　 える世帯（上限あり）試（県営分）収
　 入認定月額が家賃の3倍以上の世帯
●問住宅課（市営分）
●問県住宅供給公社佐世保事務所
　（県営分）　緯22-9612

明るい選挙啓発ポスター・書写
小・中学校、高校を通じて作品を募集
します。ぜひご応募ください。
●問選挙管理委員会事務局

長崎県美術展覧会の作品
●内日本画、洋画、写真、書など7部門
●申8月1日詳～8日詳に長崎県美術館
　内県展事務局（緯095-825-6058）へ
※作品の搬入は9月4日詔に市民文化
　ホール（平瀬町）へ。
●問社会教育課

佐世保市シルバー作品展の作品
●内自分で作った作品（手工芸品、書、
　絵画等）で未発表のもの
●対市内在住の60歳以上の人
●申8月5日訟までに、出展申込書を老
　人クラブ連合会事務局（中央保健福
　祉センター内）へ提出
●問健康づくり課

戦没者遺児の慰霊友好親善事業
旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行い、同地
域の住民と友好親善を深めます。日
程、訪問先、参加費等はお尋ねを。
●問長崎県連合遺族会
　緯095-843-3585

やってみよう！川の水チェック
近くの川の水質を調べてみませんか。
●時8月中●場自宅近くの川
●内市から送付する調査キットを使っ
　て水の汚れ具合や様子を調査する
●対小学3年生以上の市民
●料無料●定先着100人
●申 電話かファクス（34-4477）・Eメー
　ル（kanhoz@city.sasebo.lg.jp）の
　いずれかで環境保全課へ
●問環境保全課　緯26-1787

エコアクション21セミナー
環境省が作成した中小企業向けの環
境マネジメントシステム「エコアク
ション21」の普及を図ります。
●時7月17日詔14時
●場市民会館
●対市内の事業者・団体など
●料無料●申事前に環境保全課へ
●問環境保全課　緯26-1787

省エネ診断の受診事業者
●内事業者の省エネについての相談に
　専門家が改善点などを提案します
●対市内に事業所があり、年間エネル
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治

同和問題とは④
同和問題とは、一部地域の出身、またはそこに住んでいることにより、言われ
のない偏見や差別を受ける人権問題です。また、同和問題の正しい知識と理
解がないために間違った認識に陥り、偏見や差別が発生する可能性がありま
す。私たち一人一人が人権問題に無関心にならず、自分の問題として正しく
理解し認識することが大切です。　　　　　　　　　   ●問人権男女共同参画課
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