
ゴールデンウィークに向けて
「かかりつけ医への早めの受診」を

　急病診療所は、休日や夜間における比較的軽傷
の急な病気（休日は急なケガも）への一時的な応急
処置を行うところです。そのため、限られた検査
と最小限の薬しか出すことができず、急病診療所
の受診後、通常の診療時間内に再度一般の医療機
関を受診いただくことが多くあります。また、時
間外や休日の診療となるため、診療代が割高とな
ります。
　ゴールデンウィーク中は多くの医療機関が休診
となり、その期間、急病診療所に患者が集中する
ため、待ち時間がどうしても長くなってしまいま
す。普段から信頼できる「かかりつけ医」を持ち、
慢性疾患をお持ちの方や体調の優れない状態が続
いている方は、かかりつけ病院（診療所）の休診に
備えて、早めの受診をお願いします。

　問急病診療所 ☎ 25-3352
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道の駅させぼっくす 99
開駅４周年記念セール

期間中は銘品館・干物館内の商品（酒、
たばこを除く）が 10％引きとお買い得
になるほか、フード館で食事をされた
方には長崎抹茶を使用した「長崎茶棒」
をプレゼントします。
日程　4 月 18 日㊏、19 日㊐
場所　道の駅させぼっくす 99
問させぼっくす 99 ☎ 42-6077

侍
さぶら

う -SABURAU- 展（無料）
日本刀などの刀剣類や漫画「ドリフ 
ターズ」などの原画資料類、収蔵する 
刀・火縄銃・よろいなどを展示します。
日程　4 月 25 日㊏～ 5 月 6 日㊌㊡
　　　※ 10 時～ 18 時（入館は 17 時
  30 分まで）。
場所　博物館島瀬美術センター
問博物館島瀬美術センター ☎ 22-7213

宇久神楽
国指定の重要無形民俗文化財・五島
神
かぐら

楽の構成要素の一つである宇久神楽
が宇久神

こうじま
島神社の祭礼に合わせて奉納

されます。躍動感あふれる舞や表情豊
かな面舞などをどうぞご覧ください。
日程　4 月 26 日㊐ 10 時～ 12 時
場所　宇久神島神社
問文化財課 ☎ 24-1111

三川内焼はまぜん祭り

焼き物の展示即売やオークション、ス
タンプラリーなどさまざまなイベント
が開催されます。
日程　5 月 1 日㊎～ 5 日㊋㊗ 9 時～ 17 時
場所　三川内皿山一帯
問はまぜん祭り実行委員会 ☎ 30-8520

ゴールデンえぼしまつり
日程　5 月 3 日㊐㊗～ 6 日㊌㊡
場所　えぼしスポーツの里
内容　バルーン教室など
※詳しくはお尋ねください。
問えぼしスポーツの里 ☎ 24-6669

佐世保市民展作品募集
ことしの佐世保市民展に出品する作品
を募集します。

【申し込み・搬入】
　5 月 10 日㊐（書と写真は 10 時～

12 時、その他は 13 時～ 15 時）
　※会期は 5 月 13 日㊌～ 24 日㊐。
場所　博物館島瀬美術センター
内容　洋画、日本画、書、デザイン、

写真、彫刻・工芸
料金　一般 1,500 円、学生 500 円
※出品資格など詳しくは市ホームペー

ジをご覧になるか、お尋ねください。
問文化振興課 ☎ 24-1111

アメリカンフェスティバル 2020
in SASEBO テナント出店者募集

7 月 4 日㊏、5 日㊐に開催されるア
メ リ カ ン フ ェ ス テ ィ バ ル 2020 in 
SASEBO への出店者を募集します。
期間　4 月 9 日㊍～ 5 月 8 日㊎
※詳しくはお尋ねください。
問同フェスティバル実行委員会
　☎ 46-6868

光のファンタジアシティ

ハウステンボスでは「花と光」「自然
と科学の融合」をテーマとした新エリ
ア「光のファンタジアシティ」が誕生。
最新デジタルテクノロジーと音響技

術で世界観の異なる 7 つの感動空間
を通して「感動・癒し・学び」を体験
することができるアトラクションが登
場！その一つ「アスレチックファンタ
ジア」は、デジタルとリアルが融合す
る異空間で、飛んで跳ねて走り回って
遊べる世界初登場の体験型アトラク
ションです。そのほかにも、日本に数
台しか存在しないという楽器を使い、
音と光を体感できるショーが楽しめる
アトラクション「カロヨンファンタジ
ア」など、子どもから大人まで遊べる
アトラクションが充実したハウステン
ボスに、どうぞお越しください。
問総合案内ナビダイヤル
　☎ 0570-064-110

アルカス SASEBO ジュニアオー
ケストラ第 8 回定期演奏会

日程　4 月 26 日㊐ 14 時開演
場所　大ホール
料金　全席自由  一般 500 円、3 歳～

高校生無料　※整理券が必要。

アルカス SASEBO 開館 20 周年記念
NHK「新・BS 日本のうた」

公開収録観覧募集
名曲の数々を豪華出演者がお届けします。
日程　6 月 11 日㊍ 18 時 40 分開演
場所　大ホール
申込　往復はがきに住所、氏名、電

話番号を明記して、アルカス
SASEBO へ

〆切　5 月 7 日㊍必着
※応募の際は必ず市ホームページなど

で詳細を確認してください。
※応募の際の情報は、抽選結果の連絡

のほか、NHK での受信契約者情報
との照合や受信料のお願いに使用さ
せていただくことがあります。

アルカス SASEBO 公演情報
 ☎ 42-1111
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マイナンバーカードの受付と
受け取りのための休日窓口

平日に来庁できない人などのために、マイナン
バーカードの申請・受け取りのための休日窓口
を設置します。当日は事前の写真準備が不要の
Web 申請のサポートも行いますので、どうぞご
利用ください。
日程　4 月 26 日（日）　9 時～ 13 時
場所　市役所 1 階  戸籍住民窓口課
受け取りができる人
　交付通知書が届いている人で、交付場所が「戸

籍住民窓口課」となっている人
※交付場所が上記以外の人は、当日に本人確認

と暗証番号設定等の手続きだけを行い、カー
ドは後日、本人限定受取郵便で送付します。

※詳しくは市ホームページをご覧になるか、お
尋ねください。

マイナンバーカードの申請はお早めに
　現在、マイナンバーカードの申請から交付まで
に 2 ～ 3 カ月ほどの期間を要しています。マイナ
ンバーカードは個人番号の証明と本人確認が 1 枚
でできる身分証明書であり、コンビニ等で住民票
の写しなどの証明書を取得できるほか、確定申告
等の電子申請等にご利用いただけます。
　今後、国ではマイナンバーカードを活用した消
費活性化策として、令和２年度実施に向けて「マ
イナポイント制度」を検討しています。これは民
間のキャッシュレス決済手段に一定額を前払い等
した場合、ポイントを上乗せして付与するもので、
このポイントでお買い物ができる制度です。また、
令和３年３月からは、順次マイナンバーカードに
健康保険証の機能が追加される予定です。
　これらのマイナンバーカードの利用拡大の開始
時期が近くなると、カードの申請が込み合い、さ
らに期間を要することが予想されますので、早め
の申請をお願いします。

問戸籍住民窓口課（申請関係）  ☎ 24-1111
問マイナンバー総合フリーダイヤル（マイナポイント

関係）☎ 0120-95-0178

西九州させぼ連携中枢都市圏に
佐々町が加わりました

　3 月 3 日、本市と佐々町において、連携中枢都
市圏形成に係る連携協約を締結しました。これに
よって、昨年 4 月に本市を連携中枢都市（中心市）
として 11 の自治体（平戸市、松浦市、西海市、東
彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、新上五島町、
佐賀県伊万里市、有田町）で形成した「西九州させ
ぼ広域都市圏」に新たに佐々町が加わり、12 の自
治体で構成する新たな枠組みの連携中枢都市圏に
なりました。
　この「連携中枢都市圏」は、近隣の市町と連携
して、行政サービスの費用節減や、共同で経済支
援を行うなどして、スケールメリットを生かした
取り組みを進めるための枠組みです。12 市町は、
さまざまな分野で相互に強みを伸ばし、弱みを補
いながら圏域全体を活性化していくため、引き続
き具体的な取り組みを推進していきます。

　問政策経営課 ☎ 24-1111


