
新型コロナウイルス感染症の影響で催しの日程などが変更される場合もありますので、最新情報は各問い合わせ先にご確認ください。
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◦総人口 237,375 人（前月比－ 146 人）
　男性 112,442 人（－ 6 人）、女性 124,933 人（－ 140 人）
◦世帯数 103,830 世帯（前月比 ＋ 16 世帯）
◦ 8 月中の動き
　転入 753 人、転出 784 人、出生 176 人、死亡 291 人

人の動き（9月 1 日 現在） 編集・発行

令和 4 年 10 月 1 日発行　佐世保市総務部秘書課広報係
〒 857-8585（市役所専用）長崎県佐世保市八幡町 1-10
TEL 0956-24-1111　FAX 0956-25-2184
MAIL hishok@city.sasebo.lg.jp　印刷／㈱リューブン
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「させぼ e 振興券」をご利用ください

- 特集 -

針尾送信所
建設 100年

新シリーズ  基地のお仕事紹介

海上自衛隊
タオルとバッグ
セット

プレゼント！ P22

【設定事例】総医療費 :10,000 円、一部負担金 : 3,000 円、自己負担額 : 800 円、通院日数 :1 日

問い合わせ　子ども支援課（福祉医療費担当）☎ 24-1111

対象者：小中学生福祉医療費受給者証をお持ちの人、母子・父子福祉医療費受給者証をお持ちの人
対象医療機関：佐世保市内の医療機関
※佐世保市内の医療機関等でも現物給付での助成ができない場合があります。対象医療機関等については、事前に
　市ホームページをご覧いただくか、子ども支援課または医療機関等の窓口でご確認ください。
※乳幼児は長崎県内の医療機関等が対象になります。

受給者が医療機関で一時的に医療費の3割を支払い、

その領収書を添えて市に請求することで、後日、自

己負担額を除いた額を助成する方法

　現在、償還払い方式で給付している小中学生・ひとり親世帯等の福祉医療費が、
令和 4年 10月診療分から、現物給付方式に変わります。
　助成を受けるためには認定申請が必要です。申請方法など、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。

受給者が医療機関の窓口で、「福祉医療費受給者証」

を提示することによって、自己負担額だけを支払う

ことで受診できる方法

福祉医療費の給付方法が
「現物給付方式」に変わります !

❶受診
3,000 円
支払い

❸受診
自己負担額

800 円支払い

受給者 受給者

佐世保市 佐世保市医療機関 医療機関

❸支給申請
書・領収書

提出

❹助成分
2,200 円支払い

❷ 3,000 円
領収書発行

❹助成額給付
自己負担額

800 円を控除
した 2,200 円

を後日助成
❷受給者証

交付
❶受給者証

申請

簡単 !
便利 !

償還払い 現物給付



　針尾送信所は、旧日本海軍によって大正 7（1918）
年～ 11（1922）年にかけて建てられた送信施設で
す。日露戦争を契機として無線連絡体制の強化が
必要となり、総工費 155 万円（現在の約 250 億
円）、無線塔 1 基当たり 30 万円（現在の約 50 億円） 
を費やして建設されました。
　敷地内にある 3 基の無線塔は、いずれも鉄筋コ
ンクリート造で高さ約 136m、基底部の直径は約
12m の煙突のような構造となっています。
　太平洋戦争の開戦を告げた「ニイタカヤマノボレ
1208」を送信した施設としても有名ですが、そのこ
とに関する資料はなく、送信したかどうかは不明です。

　1 辺 300m の正三角形に配置された無線塔の中央
には、電信室と呼ばれる鉄筋コンクリート造の通信
施設も建設されました。半地下式一部２階建てで、
床面積約 380 坪と広大な建物です。
　近年の調査によって、本施設が建設された歴史的
背景とともに、土木技術や無線技術の面からも高く
評価され、日本の技術発展を象徴する近代化遺産と
して、平成 25 年 3 月、国重要文化財（建造物）に指
定されました。
　また、平成 28 年には日本遺産（鎮守府 横須賀・呉・
佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち
～）の構成文化財の一つとして認定されました。

大正時代、旧日本海軍が巨額の費用を掛けて建設した針尾送信所。
遠くからでも一目で分かるこの巨大な建造物は、ことし建設 100 年を迎えます。
今回の特集では、日本の技術発展の象徴であり、国の重要文化財にも指定されて
いる針尾送信所の歴史を振り返るとともに、建設 100 年を記念したイベント「針
尾送信所建設 100 年記念祭」の内容などをお知らせします。
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日本の技術発展を象徴する近代化遺産

針尾送信所今昔
写真は建築時の電信室（左）と現在の電信室（右）です。建築
時は 2 階建ての 1 階部分まで地上にありましたが、戦争が
激しくなると、被害を防ぐために 1 階の前面は埋め立てら
れました。現在、地上に見えているのは 2 階部分です。

無線塔基礎部分の配筋作業風景 現在の無線塔を上空から撮影

針尾送信所の
撮影スポットガイド

針尾送信所の見学
下記時間に見学することができますが、施設の案内（ガイド）は新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため一時中止しています。また、団体（20 人以上）での見学は
事前の電話連絡が必要ですので、見学日の 20 日前までに、針尾無線塔保存会（☎
58-2718）へ連絡をお願いします。（見学時間）9 時～ 12 時、13 時～ 16 時

特集

針尾送信所
建設100年
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　今回のイベントでは、針尾送信所に関するク
イズなどを交えながら、昭和歌謡ヒットパレー
ドを演奏します。
　ことし、針尾送信所の建設から 100 年がた
ちますが歴史的価値など、詳細を知っている人
が少なくなっています。
　今回を機に、針尾送信所が私たち佐世保市民
にとって大切な場所であることを多くの人に
知っていただき、今後、佐世保がさまざまな歴
史と文化を学べる場所になればと思います。

ザ・メモリーズ代表
松尾 昌典 さん

開催日程 イベント名 場所

11 月 12 日（土）
、13 日（日）

ワークショップ
「無線を体験しよう！」 針尾送信所

11 月 19 日（土） 郷土史体験講座 針尾送信所
（バスツアー）

11 月 19 日（土） 平和教育講演会 針尾送信所

針尾送信所建設 100 年記念祭では、
オリジナルデザインのマスクをはじ
め、タオル、エコバッグ、クリアファ
イル、トレーディングカードなどさま
ざまなグッズを数量限定で配布します

（無料）。

針尾送信所建設 100 年記念シンポジウム 昭和歌謡ヒットパレード in 針尾 

その他のイベント 

S
サンディ　トリップ
andyTrip によるオープニング演奏の他、文化庁調査官を招いた記念講演や NHK

関係者などによるドラマ「17 才の帝国」撮影秘話座談会、佐世保工業高校の生徒に
よる針尾送信所ジオラマ製作の発表など、盛りだくさんの内容を予定しています。
日程　11 月 3 日（木・祝）13 時～ 16 時 40 分　場所　市民文化ホール

針尾送信所 3 号塔周辺で昭和歌謡の演奏を行います。歴史を感じる無線塔を眺めながら
聴く昭和のヒットパレード。さまざまな思い出がよみがえりそうです。
日程　11 月 12 日（土）、26 日（土）　場所　針尾送信所

国重要文化財である針尾送信所をより身近に感じ、私たちが住む佐世保に貴重な
建造物があることに誇りを持ってほしい、そんな思いを込めて開催します。11
月 3日（木・祝）～ 12月 18日（日）の期間、さまざまなイベントを行いますので、
どうぞご参加ください。詳細は市ホームページなどでお知らせします。

S
サセボ

ASEBO A
アート
RT 

C
コネクト

ONNECT F
フェスティバル
ESTIVAL

ジオラマ展示

100 年記念祭
オリジナルグッズの配布

SASEBO つなぐフォトコンテスト

ナイトタイムフィールドミュージアム
（無線塔ライトアップ）

「人」「まち」「世代」をアートで " つなぐ " を
コンセプトとした写真展です。
日程　11 月 20 日（日）～ 12 月 18 日（日）
場所　針尾送信所、JR 佐世保駅構内

「港まち佐世保の景色」「佐世保に住む人々」をテーマとした
フォトコンテストを実施します。入選作品は「SASEBO ART 
CONNECT FESTIVAL」期間中に針尾送信所に展示します。また、
展示作品に選ばれた人の中から抽選で 10 人に「佐世保のよかも
ん詰め合わせ」をプレゼントします。
締切　10 月 26 日（水）
※応募方法など、詳しくは専用ページをご覧ください。

1/300 の針尾送信所のジオラマを展示します。
日程　11 月 3 日（木・祝）から
場所　市民文化ホール（11 月 3 日だけ）、以

降は針尾送信所電信室内

日程　11 月 18 日（金）、19 日（土）、 
20 日（日）、25 日（金）、26 日 

（土）、27 日（日）、12 月 2 日 
（金）、3 日（土）、9 日（金）、
10 日（ 土 ）、16 日（ 金 ）、17
日（土）の日没～ 20 時まで（予
定）、全 12 日間開催

場所　針尾送信所

無線塔のライトアップやナイトマルシェなどを開催します。

　毎年春（4、5 月）と秋（10、11 月）に行って
いる「海辺のコンサート」を、今回は 11 月だけ
針尾送信所で開催します。
　歴史的建造物である針尾送信所は多くの人が
ご存じですが、実際に近くまで行ったことがあ
る人や、その歴史的背景を知っている人は特に
若い方に少ないのではないかと思います。
　今回のイベントではぜひ多くの人に足を運ん
でいただき、針尾送信所が新しい憩いの場とな
るように「出張 海辺のコンサート」で最大の協
力をしたいと思います。

佐世保
海辺のコンサート

実行委員長
前田 和隆 さん

「佐世保 海辺のコンサート」の様子
（新港町岸壁エリア）

ザ・メモリーズの皆さん

海辺のコンサート in 針尾
針尾送信所 3 号塔周辺でジャズの演奏を行います。佐世保を代表する近代化遺産と佐世保
らしいジャズの音色を両方同時に満喫できるすてきなイベントです。
日程　11 月 6 日（日）、13 日（日）、20 日（日）、27 日（日）　場所　針尾送信所

特集に関する問い合わせ　文化財課　☎ 24-1111

無線塔のライトアップ
（イメージ）

関係者に話を
伺いました

関係者に話を
伺いました

広報させぼ動画版「みてみゅー」



オミクロン株対応ワクチン
オミクロン株対応ワクチンは、従来ワクチンを上回る重
症化予防効果が期待されています。また、効果が持続す
る期間が短い可能性はあるものの、感染予防や発症予防
の効果も期待されています。
対 象　　2回目の接種を完了した 12歳以上の人
接種回数　　1回
接 種 券　　発送時期や発送方法については、決定次第

市ホームページなどでお知らせします
※ 3、4回目の接種券を持っている人は、

その接種券で接種できます。
※オミクロン株対応ワクチンについては、9月 6日時点
の情報です。国の方針や薬事承認の内容によって今後
変更となる可能性があります。

※最新の情報は市ホームページをご覧ください。

問佐世保市ワクチン接種コールセンター
　　　　　　　　 ☎ 0570-022-558

新型コロナウイルスのワクチン接種

路線バス速達運行の社会実験を実施
　西九州自動車道および SSK バイパスを利用した路
線バスの速達運行を検証するため、相浦方面から中
心市街地間を循環する路線を一定期間運行します。
運行期間　　11月1日（火）～来年3月31日（金）

の昼間帯
※利用状況によって、終了日を早める
場合があります。

ル ー ト　  ◦相浦駐屯地～西九州自動車道～佐 
  　 世保駅
  ◦相浦駐屯地～ SSK バイパス～佐世 
  　 保駅
※時刻・運賃・停車バス停などについては、市ホー
ムページをご覧ください。

※速達性検証のため、無停車運行区間があります。

問地域交通課　☎ 24-1111
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ワクチン接種
予約サイト

水道局職員採用試験
試 験 日　　11月 13日（日）
試験会場　　佐世保市水道局
受付期間　　10月 1日（土）～ 31日（月）
試験職種　　水道および下水道技術職
募集内容　　水道および下水道の計画設計業務、維持

管理業務（夜間勤務、交代制勤務あり）
採用人数　　若干名（令和 5年 4月 1日採用予定）
受験資格　　次の要件を全て満たす人

・平成 4 年 4 月 2 日～平成 17 年 4
月 1日に生まれた人

・普通自動車免許（大型、中型および
準中型を含み、AT限定を除く）を所
持または採用までに取得見込みの人

・高等学校以上の土木専門課程を卒業
した人か卒業見込みの人

試験案内　　市ホームページや水道局ホームペー
ジからダウンロードできます

問水道局総務課　☎ 24-1151

　これまで従来株に対応したファイザー社、モデルナ社のワクチンを使用していま
したが、10月中にオミクロン株対応ワクチンも接種できるよう準備を進めています。
感染拡大防止のためにもできるだけ接種にご協力をお願いします。

お得に買い物して地元のお店を応援しよう！
「させぼ e振興券」をご利用ください

販売単位　　1 セット 5,000 円（6,000 円分）
※ 1世帯当たり世帯人数× 3セットまで
購入できます。

日 程　　◦デジタル券先行販売
10月 24日（月）から 2週間程度（予定）

◦紙券1次販売
11月 7日（月）から 2週間程度（予定）

※会場によって販売時間が異なります。日
時や販売会場などの詳しい情報は、特設
サイトをご覧ください。

購入方法　　①世帯主宛てに郵送する購入引換券を販売
会場にお持ちください

②世帯ごとにデジタル券にするか紙券にす
るかを選んで購入してください
※デジタル券か紙券かどちらかしか購入
できません。

③デジタル券を購入する場合、お持ちのス
マートフォンなどの端末に事前に「させ
ぼ eコイン」アプリをダウンロードし、登
録作業を行ってください

※「させぼ eコイン」の操作方法など詳し
くは特設サイトをご覧ください。

※購入引換券は 2次販売でも使用しますの
で、大切に保管してください。

させぼ e振興券を利用できる
市内店舗を募集しています

特設サイトから申し込みフォームへ進み、必要事項を
記入してください。
【店舗向け説明会】
日 程　  10 月 18日（火）
　　　    ① 16時 30分～ 17時 30分② 19時～ 20時
場 所　  ①まちなかコミュニティセンター
　　　　   ②アルカス SASEBO

問させぼe振興券コールセンター（店舗用）☎050-3171-7058
（利用者用）☎ 050-3188-7205

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一つとして、5,000 円で 6,000 円分
の買い物ができるプレミアム付き商品券「させぼ e振興券」を販売します。お得な
この機会に、振興券を使って地元のお店を応援しましょう。

させぼ e振興券
特設サイト

オンライン化・キャッシュレス化など
市役所での手続きがさらに便利になります

オンライン申請できる
手続きが増えます（10月開始）

パソコンやスマートフォンから申請や届け出などがで
きる手続きを拡大します。
◦国保被保険者証再交付申請
◦公園使用許可申請　など

コンビニやスマートフォンで支払える
納付書が増えます（10月開始）

一部の使用料や手数料の納付書について、コンビニや
スマートフォン（クレジットカード、コード決済）で支
払いができるようになります。対象となる場合は納付
書に記載していますので、ご確認ください。

一部の窓口でキャッシュレス決済が
できるようになります（11月開始予定）

対象の窓口でキャッシュレス決済（クレジットカード、
電子マネー、コード決済）を利用できるようになります。
対象　戸籍住民窓口課、相浦・日宇・宮・吉井支所

※対象窓口は今年度中に市民税課、全支所、宇
久行政センターに拡大予定です。

※窓口でキャッシュレス決済ができるのは、住
民票などの証明手数料に限ります（市税など
の納付は、現金だけの取り扱いとなります）。

問 DX推進室　☎ 24-1111

　本市では、市役所での手続きのオンライン化や、行政サービスの各種料金をクレジットカー
ドなどで支払うキャッシュレス化を進めることで、さらに便利で利用しやすい市役所を目指
しています。10月から順次、次のサービスを開始しますので、ぜひご利用ください。

オンライン申請
について

市ホームページ
（速達運行バスの社会実験）

キャッシュレス
決済について

納付書
について



幼稚園、認定こども園、保育所等の利用申し込みを開始

第6期させぼ観光大使が決定

　「第6期させぼ観光大使」に就任することが決まった
大川紗和子さん（写真左、会社員）と冨川佳

かれん
恋さん（写

真右、大学生）が、8月 30 日（火）に市役所を訪問し
ました。朝長市長は「コロナでゼロから始めるという
気持ちで、観光だけでなく何ごとも進めなければいけ
ない。市内外への PRを存分にお願いします」と激励。
大川さんは「おもてなしの心を大切に、佐世保にまた
訪れたくなるような PRに努めます」、冨川さんは「佐
世保の知名度をもっと高められるよう、さらに盛り上
げていきたいです」とそれぞれ意気込みを語りました。
任期は 9月 10日（土）から 2年間です。

問観光課　☎ 24-1111

　来年 4月からの幼稚園、認定こども園、保育所等の利用申し込みを 10月 3日（月）から
開始します。利用を希望する場合、申し込みは期間内にお願いします。

対象
・まだ施設を利用していない人
・別の施設へ変更を希望している人

申込書の配布
10 月 3日（月）以降の平日に保育幼稚園課、宇久行政セ
ンター、幼稚園、認定こども園、保育所で配布します

申し込み期間
【1次】10月 3日（月）～ 31日（月）の平日
【2次】11月 1日（火）～ 30日（水）の平日
※ 12月以降も受け付けますが、期間内に申し込みを
した人が優先されます。できる限り11月30日（水）
までに申し込みください。

※必要書類が全てそろわないと受け付けができません
のでご注意ください。

※ことし 1月 2日以降に本市へ転入した人は課税証
明書等（海外から転入した人は収入が分かる書類）が
必要です。

※利用施設や保育料、利用手続きに必要な書類や方法
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。

申し込み窓口
・幼稚園、認定こども園⇨各施設へ

施設によって、教育・保育等のサービスや手続きが
異なりますので、各施設に相談してください

・保育所、地域型保育事業⇨保育幼稚園課へ

問保育幼稚園課　☎ 24-1111
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市ホームページ
（幼稚園等利用申し込み）

低所得の子育て世帯
生活支援特別給付金の申請はお早めに
対 象　　平成 16 年 4月 2日～令和 5年 2月

28 日の間に出生した児童（障がい児
は平成 14年 4月 2日以降の出生）を
養育する人

支 給 額　　児童 1人当たり一律 5万円
申請期限　　来年 2月 28日（火）
※申請が不要なひとり親世帯には 6月末に、ひと
り親世帯以外には 7月末に支給済みです。

※支給要件など、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。

　問子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
　　☎ 39-9500
　問子ども支援課　☎ 24-1111

令和 5年度の放課後児童クラブの
入所申し込み受け付けを開始

　来年度の入所受け付けを各児童クラブで行いま
す。申込書は、希望する児童クラブから受け取り、
各児童クラブが定める期間内に提出してください。
対 象　　就労などのため昼間、家庭に保護者

などがいない小学生
申し込み　　10 月 11 日（火）以降の各児童クラブ

が定める日
※運営状況や保育料（月額上限 10,000 円）、受付期
間など、詳しくは各児童クラブへお尋ねください。

問子ども政策課　☎ 24-1111

市ホームページ
（同給付金関係）

市ホームページ
（各児童クラブの連絡先）

ふるさと納税寄付金の活用事例

九十九島観光公園整備事業

　九十九島は、日本で 5カ所しかない「世界で最も美しい
湾クラブ」に加盟認定されています。令和 3年にオープン
した「九十九島観光公園」からは、九十九島の大パノラマ
を見渡せ、これまでにない景観を見ることができます。
【実施期間】平成 29年度～令和 2年度

世界遺産関連事業
　平成 30年に世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キ
リシタン関連遺産」の構成資産の一つとなった「黒島の集
落」。黒島の中心部に位置する黒島天主堂の耐震化を含
む改修工事などを実施しました。
【実施期間】平成 28年度～令和 2年度

小中学校情報通信ネットワーク整備事業
　市内全ての小・中学校のネットワーク環境を整備しまし
た。その後、児童・生徒に対し、1人 1台端末を配備し、
子どもたちの ICT教育の環境整備を行うことができました。
【実施期間】平成 28年度～令和元年度

問ふるさと物産振興課　☎ 24-1111

3 年ぶりに
佐世保市総合防災訓練を開催

　「防災の日」の 9月 1日（木）、本市は陸上自衛隊相
浦駐屯地で佐世保市総合防災訓練を行いました。この
訓練は市民の皆さんの防災意識の向上や関係機関との
連携強化などを目的として平成 8年度から行ってお
り、今回も陸上自衛隊や海上自衛隊、米海軍佐世保基
地、警察署、電力会社、ガス会社、電気通信会社、消
防団など、43 団体、約 800 人が参加し、30 項目に
及ぶさまざまな訓練を行いました。

問防災危機管理局　☎ 24-1111

総合防災訓練の様子を
動画でもご覧ください

　本市へのふるさと納税には、令和 3年度に 11万 6千件、約 20億 6千万円の寄付
が集まり、平成 27年度以降では、約 70万件、約 156億円の寄付金が寄せられまし
た。お寄せいただいた寄付金はこれまでに 100件を超える事業に活用しましたので、
その活用事例の一部を紹介します。寄付金は、今後とも本市のさまざまな事業に活用
していきます。

トピックス



定員　30 人（応募多数の場合抽選）
料金　中学生以上 1,500 円、小学生 

1,000 円
申込　10 月 5 日㊌～ 24 日㊊に電話

で吉井エコツーリズムの会へ
問吉井エコツーリズムの会

☎ 090-9964-0930

かっちぇてアイラブ西九州フェア
西九州させぼ広域都市圏の 12 市町が
一堂に会して毎年恒例の秋の物産展
を開催します。
日程　10 月 29 日㊏、30 日㊐ 10 時

～17時（30日㊐は16時まで）
場所　新みなと暫定広場
問佐世保物産振興協会　☎ 30-7744

ドレミであそぼう！
0 才からのクラシック～親子で　
楽しむハロウィンコンサート～

日程　10 月 30 日㊐ 11 時開演
場所　アルカス SASEBO
料金　全席自由　大人 1,000 円、0

歳～高校生 500 円
問アルカス SASEBO　☎ 42-1111

新井悦子氏講演会「きらきらさがし」
～絵本に願いを込めて～

作品が生まれたプロセスやエピソー
ドなどをお話しいただきます。
日程　10 月 30 日㊐ 14 時～ 15 時 30 分

場所　市立図書館　定員　先着 35 人程度
申込　10 月 10 日㊊㊗～ 29 日㊏に

電話か直接市立図書館へ
問市立図書館　☎ 22-5618

ハロウィン特別イベント
「クラゲたちのごはんタイム」

日 程　10 月 30 日 ㊐ 15 時 50 分 ～
16 時 10 分

場所　九十九島水族館
料金　無料（入館料が別途必要）
問九十九島水族館　☎ 28-4187

海風旅キャンペーン
日本遺産を巡るツアーや軍港クルー
ズなど、佐世保の魅力を体感できる
さまざまな旅行商品が半額程度にな
るキャンペーンを実施しています。
※詳しくは佐世保観光コンベンション

協会 HP をご覧ください。
問同協会（専用ダイヤル）　☎37-6292

キンモクセイ・ヤマハギが見頃です
キンモクセイ =10 月上旬～中旬
ヤマハギ =10 月下旬まで
場所　九十九島動植物園
料金　無料（入園料が別途必要）
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

どうくつ体験リレー講座第３回 
「佐世保で採れる黒曜石で石器づくり」
日程　11 月 6 日㊐ 14 時～ 16 時
場所　吉井地区コミュニティセンター　
定員　30 人（応募多数の場合抽選）　
料金　無料

申 込　10 月 28 日 ㊎ ま で に 電 話 か
ファクス（25-9682）、E メール

（bunzai@city.sasebo.lg.jp）
で福井洞窟ミュージアムへ

問福井洞窟ミュージアム　☎ 64-3830

坂東玉三郎 お話と素踊り
日程　11 月 6 日㊐ 15 時開演
場所　アルカス SASEBO
料金　全席指定　SS 席 6,500 円、S

席 5,500 円、A 席 4,800 円、
小～大学生 3,000 円

問アルカス SASEBO　☎ 42-1111

ビブリオバトル 2022 in SASEBO
観覧者を募集します（会場観覧の場
合、申し込み不要）。
日 程　11 月 13 日 ㊐ 14 時 30 分 ～

15 時 30 分
場所　長崎国際大学、オンライン

（Zoom）
※詳しくは市立図書館 HP か長崎国際

大学図書館 HP をご覧ください。
問市立図書館　☎ 22-5618

長崎国際大学図書館　☎ 20-5560

「土木の日」工事現場見学会
日程　11 月 19 日㊏ 9 時～ 18 時
場所　中央保健福祉センター集合
料金　無料　定員　40 人
申込　10 月 21 日㊎までに市 HP か

往復はがき（〒 857-8585、住
所不要）で技術監理課へ

※詳しくは市 HP をご覧ください。
問技術監理課　☎ 24-1111

V・ファーレン長崎応援水槽設置
ブルーのユニホームを連想させる色
鮮やかな「コバルトブルードワーフグ
ラミー」などを展示します。
日程　10 月 30 日㊐まで 9 時～ 18

時（最終入館 17 時 30 分）
場所　九十九島水族館
料金　無料（入館料が別途必要）
問九十九島水族館　☎ 28-4187

ハロウィーン仮装ダイバー

飼育スタッフが仮装をして九十九島
湾大水槽に登場します。
日程　10 月 30 日㊐までの土・日曜

10 時～ 11 時
場所　九十九島水族館
料金　無料（入館料が別途必要）
問九十九島水族館　☎ 28-4187

スクラップアート・レザーアート・
ミニチュアフードの三人展

日程　10 月 2 日㊐～ 30 日㊐
場所　市立図書館
問市立図書館　☎ 22-5618

えぼし秋まつり
日程　10 月 8 日㊏～ 10 日㊊㊗
場所　えぼしスポーツの里
内容　サッカーストラックアウト、

インラインスケート教室など
問えぼしスポーツの里　☎ 24-6669

セレクション・コレクション
はじめてのびじゅちゅ展

子どもたちにとって文化芸術が身近
な存在となるよう「初めての美術館」
を体験していただく展覧会です。
日程　10 月 8 日㊏～ 16 日㊐ 10 時～

18 時（最終入館 17 時 30 分）
場所　博物館島瀬美術センター
料金　無料
問同センター　☎ 22-7213

「アサヒ」の誕生日イベント
ことしで 24 歳を迎えるライオン「ア
サヒ」にジビエ肉をプレゼント。健康
の秘訣などを紹介します。
日 程　10 月 10 日 ㊊ ㊗ 12 時 ～ 12

時 30 分
場所　九十九島動植物園
料金　無料（入園料が別途必要）
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

ハロウィーン限定イルカのプログラム
★ Halloween Party ★

日 程　10 月 15 日 ㊏ ～ 31 日 ㊊ 10
時 20 分、13 時 20 分、15 時
20 分（約 20 分間）

場所　九十九島水族館
料金　無料（入館料が別途必要）
問九十九島水族館　☎ 28-4187

アマチュアミュージシャンコンテスト
来場者も投票で審査に参加できるラ
イブ形式の音楽コンテストです。ゲ
ストに本市出身のシンガーソングラ
イター村島佳佑さんを迎えます。
日程　10 月 15 日㊏ 14 時開演
場所　アルカス SASEBO
料金　無料（要入場整理券）
問アルカス SASEBO　☎ 42-1111

天体観望会
「木星・土星・秋の夜空を観察しよう」
日程　10 月15 日㊏ 18 時 30 分～ 20 時
場所　少年科学館　定員　40 人程度
料金　大人（高校生以上）320 円、小・

中学生 150 円
問少年科学館　☎ 23-1517

ライオンの脱走対策訓練
日程　10 月 21日㊎ 14 時～ 14 時 30 分

場所　九十九島動植物園
料金　無料（入園料が別途必要）
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

ナイトプラネタリウム「宇宙への旅」
日程　10 月21日㊎18 時～18 時 45 分
場所　少年科学館　定員　67 人
料金　高校生以上 320 円、4 歳～中

学生 150 円　※３歳以下は無
料。4 歳以上の未就学児は大
人 1 人につき 1 人無料。

申込　10 月 20 日㊍までに電話か直
接少年科学館へ

問少年科学館　☎ 23-1517

西海橋秋のうず潮まつり
日程　10 月 22 日㊏～ 11 月 13 日㊐
場所　西海橋公園
問西海橋公園管理事務所　☎ 58-2004

高原の秋を感じるキャンプ
日程　10月22日㊏、23日㊐（2日間）
場所　白岳自然公園
定員　先着 4 グループ
料金　1 グループ（6 人まで）4,500 円
申込　10 月 21 日㊎までに電話で白

岳自然公園へ
問白岳自然公園　☎ 66-9334

10 月 24 日㊊は国際テナガザルデー
園内のテナガザルの紹介や、野生の
テナガザルの現状を解説します。
日程　10 月 23 日㊐ 12 時～ 12 時 30 分
場所　九十九島動植物園
料金　無料（入園料が別途必要）
問九十九島動植物園　☎ 28-0011

第 15 回 歴史の福井谷体験ツアー
腰兵糧（戦国時代のおにぎり）を自分
で握り、直

なおやじようし
谷城址や福井洞窟、福井

川 橋
きようりよう

梁 を見学します。
日程　10 月 29 日㊏ 8 時 40 分～ 15

時 30 分
場所　吉井地区コミュニティセンター
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第 24 回 YOSAKOI させぼ祭り
西日本最大級の YOSAKOI 祭りが、3 年ぶりに通常開催されます。
ことしは「祭

さいしどう
志動」をテーマに、新しくなった中央公園内のメイン

会場を中心に、踊り子たちの笑顔と元気が躍動します。
日程　（前夜祭）10 月 21 日㊎ 11 時 30 分～ 20 時

（本祭）10 月 22 日㊏、23 日㊐ 9 時～ 20 時
場所　名切お祭り広場（中央公園）など 8 会場
※一般審査員、ボランティアスタッフなども随時募集しています。
問 YOSAKOI させぼ祭り実行委員会　☎ 33-4351
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 　8 月 23 日（火）、24 日（水）に江迎地域の伝統行事「江迎千灯籠まつり」「水掛け地蔵まつり」が 3

年ぶりに開催されました。期間中は祭りの「千灯籠」の名前のとおり、3,500 個の灯籠（高さ約 25m）

で飾られた灯籠タワーをはじめ、たくさんの灯籠が江迎の街並みを彩りました。

　祭りの起源となった「水掛け地蔵まつり」は、寿福寺のお地蔵様が子どもたちと水遊びをすることで

悪疫を追い払うなどの言い伝えにちなんだ行事で、約 500 年の歴史があります。当日は子どもたち

がお地蔵様を担いで地域を練り歩き、嘉
かれい

例川や沿道で水を掛け合い、1 年間の無病息災を祈願しました。

　両日ともたくさんの人が訪れ、ステージイベントや出店なども大いに盛り上がりを見せました。祭

りの最後には花火が打ち上げられ、灯籠越しに見る花火は幻想的で美しく、3 年ぶりの祭りを締めく

くりました。当日の様子を動画にまとめましたので、どうぞご覧ください。

　江迎千灯籠まつり・水掛け地蔵まつり

●❶ ●❷

●❸

●❹ ●❺

●❻ ●❼

●❽

　嘉例川でみこしに水を掛ける子どもたち　祭りを締めくくる花火　江迎の町を美しく彩る灯籠　沿道で水を掛けら
れる子どもたち　ダンスやライブで盛り上がるステージ　　祭りを楽しむ皆さん　新イベント「えむかえ和傘燈

あか
り」千灯籠まつり

3 年ぶり
開催

●❶
●❻●❼ ●❽●❺

●❹●❸●❷



English 出前プログラムは
こちらから

14 15

1 人分の栄養価
熱量 179kcal、たんぱく質 15.6g、脂質 8.5g、
カルシウム 61mg、食塩相当量 0.8g

作り方
❶鶏もも肉は一口大に、ピーマンは 2cm 角に、ジャガ

芋はいちょう切りに切る
❷玉ネギとニンニクをすりおろす
❸ビニール袋に❷とプレーンヨーグルト・カレー粉・

薄口しょうゆ・塩と❶を入れ、15 分くらい漬ける
❹❸を漬けだれごとバットにのせ、250 度のオーブン

で 15 分ほど、焼き色が付くまで焼く
❺ブロッコリーを小房に分け、ゆでる
❻皿に❹をのせ、ブロッコリー、ミニトマト、レモン

を添える

栄養士おすすめレシピ

タンドリーチキン

材料（2 人分）
鶏もも肉
ピーマン
ジャガ芋
玉ネギ
ニンニク
プレーンヨーグルト

　
130g
30g
30g
20g

1/2 かけ
50g

カレー粉
薄口しょうゆ
塩
ブロッコリー
ミニトマト
レモン

小さじ 1
小さじ 1/2
小さじ 1/5

40g
2 個

1/6 個

　平成 29 年に本市と長崎県の誘致企業
として、本市に拠点を構えたパーソル
ワークスデザイン株式会社。令和 3 年
に常盤町に開所した 2 カ所目の事業所

で働くのが、今回紹介する中村佳那美さんです。
　高校生まで本市で過ごした中村さんは、大学進学を機
に上京、約 10 年間都内で過ごしました。U ターンを決意
したのは、数年前に帰省した際、さまざまな事情が重なっ
て「大切な家族の傍にいたい」と思ったことがきっかけで
した。しかし、仕事の面ではこれまでの経験を生かせる
企業に就職できるのかという不安も抱えていました。
　そんな悩みを抱えながら転職先を探す中で出合ったの
が同社です。コールセンター業務によって企業をサポート
できるという仕事内容やいろいろなことにチャレンジしや
すい社風などに魅力を感じ、ことし 5 月に入社しました。

　現在は、電気自動車のオンライン販売のコールセンター
業務を担当し、クライアントとお客さまをつなぐ役割を
担っています。「お客さまと話すときは、お客さまを不安
にさせないよう、できる限り寄り添いながら対応してい
ます」と中村さんは話します。
　また、日々の業務の他にも、社内研修の中で、事業創
出を学ぶプログラムに参加し、全国にいるグループ会社
の同僚と協力しながら、自身の目標に向けて日々取り組
んでいます。
　佐世保で働くことについて「佐世保は良い意味で完成
されていない街だと感じます。私たち 20 代、30 代にとっ
て、いろいろチャレンジしやすい環境ですし、とても魅
力的だと思います」と U ターン者ならではの視点で話し
てくれました。

（取材日　8 月 26 日）

パーソルワークスデザイン株式会社
　　　　　　　　中村 佳那美さん

お客さまに寄り添いながら
コールセンター業務を行っています

佐世保で頑張る若者紹介 5

調理のワンポイント
オーブンで焼く工程は、魚焼きグリルでもできます

シリーズ 英語が話せる街 26

今回は「カタマランヨット 99TRITON」を題材にした英会話です。

SASEBO de ENGLISH（市内の名所等を題材にした簡単な日常英会話）

させぼ市政だより
テレビ　NBC 土曜 9:25 ～ 9:30、KTN 土曜 11:45 ～ 11:50、NCC 土曜 16:25 ～ 16:30、NIB 日曜 6:30 ～ 6:35
ラジオ　FM 長崎 火曜 9:05 ～ 9:10、FM させぼ  金曜 13:00 ～ 13:55、土・日曜 10:00 ～ 10:55（再放送）、
月曜 22:00 ～ 22:55（再放送）　新聞　長崎新聞　毎月第 2・4 火曜

What a luxurious time.
（ぜいたくな時間だね～）

 Hold on. The best is yet to come.
（ちょっと待って。お楽しみはこれからだよ）

What do you mean?
（どういうこと？）

～美しい夕日を見て～

That’s what you mean.
（こういうことね）
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Nahoko

Emily

Emily

基地のお仕事紹介 1

　「日本は島国で、周辺をさまざまな
船が通ります。日本近海での有事に、
即時に対応するのが『しらたか』です」
と話すのは、海上自衛隊佐世保地方総

監部、第 3 ミサイル艇隊「しらたか」の射撃員で鹿児島県
出身の鬼

おにつかわき
塚脇章

しようだい
大さん（29 歳）です。

　艇の特長について尋ねると「『しらたか』は海の上を時
速約 80km と、護衛艦の倍の速さで走ることができます。
乗組員は他の艦艇に比べると少ないですが、何かあった
ら休日でもすぐに艇に向かい、即時に出動できる態勢を
整えています。野球の打順で言うと 1 番バッターですね」
と、艇の速さと有事に備えた態勢について話します。
　また、仕事については「自衛隊の仕事は何もかもが大
変ですが、先輩方と一緒に協力し目標にしていた任務が
無事終わると、毎回充実感を覚えます。何より、無事に

家に帰り、家族に会えたときがうれしいです」と笑顔で
話す鬼塚脇さん。
　市民の皆さんへは「海上自衛隊には乗組員が多い艦艇か
ら『しらたか』のように少ない艇までいろんな艦艇があり
ますが、みんなで協力して日本を守ります。皆さん安心
して過ごしてください」と、力強く話していただきました。

（取材日　8 月 31 日）

海上自衛隊佐世保地方総監部
第 3 ミサイル艇隊「しらたか」
　3 曹  鬼塚脇 章大さん

「しらたか」は時速約 80km
　どの艦艇よりも早く駆け付けます

※このコーナーでは、佐世保で働く基地関係者に話を聞き、仕事の内容やその思いなどをお伝えします。

主砲の整備を行う鬼塚脇さん

取材時の様子
を動画でも

ご覧ください



祝日の燃やせるごみの収集
10 月 10 日㊊㊗＝収集します
11 月 3 日㊍㊗＝収集しません
問廃棄物減量推進課　☎ 32-2428

市税の証明発行
市税の証明・閲覧請求には、マイナン
バーカードや運転免許証などの本人確
認書類が必要です。マイナンバーカー
ドの利用で、コンビニでも所得課税証明
書が取得できます（6時30分～23時）。
※詳しくはお尋ねください。
問市民税課

年金から引かれる市県民税額の変更
年金から引かれる市県民税額の変更は
毎年 4 月と 10 月です。徴収予定額は
ことし 6 月に送付した令和 4 年度市民
税・県民税納税通知書で確認できます。
6 月以降に税額等の変更があった人は
税額変更通知書で確認してください。
問市民税課

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、便利な口座振替の申し込みは、
各金融機関、各支所、宇久行政センター、
収納推進課で受け付けています。
問収納推進課

年金生活者支援給付金
公的年金等の収入や所得額が一定基準
以下の年金受給者の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給されます。
新規対象者には、日本年金機構から 9
月 1 日以降にお知らせを送付しますの
で、同封のはがき（請求書）に必要事項

を記入して提出してください。
対象　老齢基礎年金、障害基礎年金、

遺族基礎年金を受給している人
※所得や世帯課税状況による審査があ

ります。
問佐世保年金事務所　☎ 34-1189

お得な国民年金前納割引制度
国民年金には、保険料を前払いすると
割り引きになる前納制度があります。
口座振替で前納すると、現金やクレジッ
トカードで前納するよりも割引額が多
いため、お得です。
問佐世保年金事務所　☎ 34-1189

交通事故などに遭ったら
国民健康保険、後期高齢者医療保険の
加入者が交通事故などに遭い、保険証
を使って治療を受ける場合は、すぐに
警察に届け、必ず医療保険課に相談し
てください。
問医療保険課

９、10 月は自動車点検整備推進運動
自動車の使用者には適切な点検・整備
の実施が義務付けられています。予防
的な点検・整備を確実に実施しましょう。
問長崎運輸支局　☎ 095-839-4749

明るい選挙啓発ポスター・書写
入賞作品展示会

10 月 4 日㊋～ 10 日㊊㊗イオン大塔店
10 月 12 日㊌～ 18 日㊋高砂駐車場連

絡通路
10 月 19 日㊌～ 25 日㊋世知原支所
10 月 27 日㊍～ 11 月 2 日㊌江迎支所
11 月 7 日㊊～ 11 日㊎吉井地区コミュ

ニティセンター
問選挙管理委員会事務局

マイナンバーカードの申請・受け取り
のための臨時受付

【平日時間外・休日開庁】
日程　10 月 20 日㊍ 19 時まで、10 月

23 日㊐ 9 ～ 13 時
場所　戸籍住民窓口課
内容　マイナンバーカード申請・受け

取り、電子証明書の更新手続き
問戸籍住民窓口課

10 月 12 日㊌～ 18 日㊋は
県内一斉スマートムーブウィーク

地球温暖化防止の取り組みの一環とし
て、期間中はマイカー利用を自粛し、
公共交通機関、自転車や徒歩の利用を
お願いします。また、この運動に参加
する個人や団体を募集しています。「ス
マートムーブ参加宣言」を長崎県地域
環境課へ提出してください。
問長崎県地域環境課 
　☎ 095-895-2512

建設リサイクル法全国一斉パトロール
建設リサイクル法に基づき適切に分別
解体および再資源化等が実施されてい
るかパトロールを行います。
問建築指導課

違反建築防止週間一斉公開パトロール
日程　10 月 15 日㊏～ 21 日㊎
場所　市内一円
問建築指導課

休日労働相談（無料）
日程　10 月 16 日㊐ 9 時 30 分～ 16

時 30 分
場所　県北振興局（天満庁舎）
内容　労働問題の相談など
申込　電話で長崎県労働委員会事務局へ
※ 10 月 16 日㊐、23 日㊐は電話（☎ 

0120-783-258 または 0120-783-369） 
でも相談を受け付けます（9 時 30 分
～ 16 時 30 分、通話無料）。

問同事務局　☎ 095-822-2398

「ハロウィンジャンボ宝くじ」などの
購入は県内で

県内で発売された宝くじの収益金は、
県内のさまざまな事業を通じて地域の
皆さんのために役立てられます。

【発売期間】10 月 21 日㊎まで
問財政課

出張女性相談室（無料）
DV や家庭問題などの悩みに女性相談
員が応じます（秘密厳守）。
日程　10 月 22 日㊏ 9 ～ 16 時
場所　スピカ
問人権男女共同参画課
　☎ 24-6180（予約・相談専用）
　☎ 23-3828（当日連絡用）

佐世保市戦没者追悼式
日程　10 月 29 日㊏ 11 時
場所　東公園（東山海軍墓地）
※少雨決行。荒天時は市民文化ホール

で開催。
問市民安全安心課

令和 4 年度東京佐世保会
「ふるさと佐世保の夕べ」

関東在住の佐世保出身者やゆかりのあ
る皆さんが一堂に集まる懇親会です。
東京近郊にお住まいのご家族、 ご友人
にお知らせください。
日程　11 月 16 日㊌ 18 時 30 分
場所　ハイアットリージェンシー東京
料金　10,000 円
※詳しくは同会 HP をご覧ください。

問東京佐世保会事務局
　☎ 03-5213-9060

沿道地権者は適切な管理を
沿道の家からの樹木の張り出しや倒木
で、道の見通しが悪くなったり、道路
標識などが隠れたりします。安全に通
行できなくなるだけでなく、交通事故
の原因になることもあり、その場合、
管理者の責任も問われることがありま
す。緊急時など特別な理由がない限り、
行政が剪

せんてい
定や伐採を行うことはできま

せんので、適切な管理をお願いします。
また、道路周辺の草刈り等を行う場合
は、草花の枯死による土壌の緩みが生
じ、道路が傷むことがあるので、除草
剤の使用を控えてください。
問土木管理課

シルバー人材センター普及啓発促進月間
シルバー人材センターでは、剪定、除草、
家事補助などの他に次のような活動も
しています。
・空き家やお墓の定期的な点検・報告

を行う「ワンパックサービス」
・教員経験者による基礎学習づくり「シ

ルバー寺子屋塾」
・軽易な作業を 500 円でお手伝いする

「ワンコインいきいきサポート応援隊」
【会員募集】60 歳以上の市民対象。毎

月行う入会説明会にご参加ください。
・本部（谷郷町）、第 2、4 火曜
・大野地区コミュニティセンター、第 1 金曜
・北部出張所（江迎町）、第 2 金曜
・早岐地区コミュニティセンター、第 3 金曜
・相浦地区コミュニティセンター、第 4 金曜
※全て 13 時 30 分～。祝日除く。
問シルバー人材センター　☎ 24-4045

コミュニティ助成事業
宝くじの社会貢献広報事業として、東
ノ木地区自主防災会の「蓄電池他防災
資機材の整備」、江永町自主防災組織
の「防災資機材の整備」、早苗町二組自
主防災会の「防災資機材の整備」に対し
助成を行いました。
問防災危機管理局

家畜の飼育には届け出が必要
ウシ、スイギュウ、ウマ、シカ、ヒツジ、
ヤギ、ブタ、イノシシ、ニワトリ、アヒル、
ウズラ、キジ、ホロホロチョウ、シチ
メンチョウ、ダチョウの家畜を飼育し
ている人は、趣味の範囲（１頭、１羽）
であっても毎年 2 月 1 日現在の飼養頭
羽数を報告する必要があります。詳し
くは農政課か長崎県県北家畜保健衛生
所までお尋ねください。
問農政課

たき火による火災に注意
たき火（雑草焼却等）は、農林漁業者の
やむを得ない焼却行為など一部の例外を
除き法令上禁止されています。違法性が
ない焼却行為であっても、煙や臭いなど
の苦情が寄せられれば、消火指導を行う
場合があります。
問消防局予防課　☎ 23-2539

11 月 9 日㊌は「119 番の日」
119番は「火災」「救急」「その他の災害」
が発生した場合に利用する災害緊急通
報用の専用回線です。回線数には限り
があり、通報が集中すると話し中にな
る場合があります。火災などの問い合
わせで 119 番を利用されると災害緊急
通報の支障になるので、問い合わせの
際は下記の番号にお掛けください。
・火災などの問い合わせ
　☎ 0180-999-999
・休日や夜間の病院問い合わせ
　☎ 23-8199
問消防局指令課　☎ 23-5121

水道メーターの検針にご協力を
犬を放し飼いにしたり、メーターボッ
クスの上に車や物などを置いたりしな
いでください。建物の増改築の際は、
メーターが見えにくい位置にならない
ようにご協力ください。
問水道局営業課　☎ 24-1151

市役所・中央保健福祉センターの各課へは
☎ 24-1111（代表）からおつなぎします。
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水道管に破損があったら
水道メーターから蛇口までの水道管に
破損や漏水を見つけたときは、佐世保
市指定給水装置工事事業者に依頼して
修理してください。道路などでの水漏
れは水道維持課、北部管理事務所、宇
久営業所にお知らせください。
問水道維持課　☎ 24-1151

イノシシに注意しましょう
イノシシは市街地の住宅地や道路など
にも出没しています。事故や被害に遭
わないよう注意しましょう。
◦イノシシの習性

昼間も行動します▷比較的おとなし
く、非常に臆病な動物ですが、人間
に対して警戒心がなくなると人前で
も堂々と行動します▷雑食性で基本
的に何でも食べます

◦イノシシに遭遇したら
不用意に近付かず、離れましょう。
大抵は何もせずに去りますが近付い
てきたら慌てずにゆっくりと後ずさ
りし、安全な場所に避難してくださ
い。子連れの場合は親が興奮してい
ることがあり注意が必要です▷むや
みに刺激しないでください。逃げ出
そうとして向かってくる場合があり
危険です

◦イノシシの出没をなくすために
餌となる生ゴミや収穫しない果樹は、
適切に処理し、餌付けはしないでく
ださい▷庭や家庭菜園には柵などを
設け、侵入を防いでください

◦電気柵に注意
イノシシの侵入を防ぐため、農地を
囲うように電気柵を設置しています。
事故防止のため触れないようにして
ください。誤って触れた場合は、す
ぐに手を放してください▷電気柵を
設置する人は正しい方法で設置し、
必ず危険表示板を設置してください

問有害鳥獣対策室・イノシシホットライン
☎ 25-9698

AED を無料貸し出し
【期間】原則 7 日間以内
【貸出場所】中部・広田・吉井・黒島・

宇久地区コミュニティセンター
申込　各地区コミュニティセンターま

たはコミュニティ・協働推進課へ
問コミュニティ・協働推進課

市有地の一般競争入札実施
【入札期間】10 月11日㊋～ 11月11日㊎
【開札日時】11 月 21 日㊊ 14 時
【物件】小佐々町黒石 265 番地 22
※落札後、事後審査があります。
※物件の詳細や入札方法などは、市 HP

または住宅課で確認できます。

問住宅課

公共職業訓練
日程　10 月13日㊍、26日㊌13 ～15 時
場所　ポリテクセンター佐世保
内容　施設見学会
対象　再就職を目指す人
申込　電話でポリテクセンター佐世保へ
問同センター　☎ 58-3118

令和 4 年度第 3 期市営・県営住宅
空家補充入居者

【用紙配布】（市営）10 月 28 日㊎から
市営住宅管理センター、県住宅供給
公社佐世保事務所、市役所住宅課・
１階総合案内、各支所、宇久行政セ
ンター、市社会福祉協議会

　（県営）10 月 21 日㊎から県住宅供
給公社佐世保事務所、市営住宅管理
センターなど

申込　11 月 4 日㊎～ 7 日㊊にまちな
かコミュニティセンター（市営）、県
住宅供給公社佐世保事務所（県営）へ

※市営と県営の併願もできます。

問市営住宅管理センター
　☎（市営）25-9625
問県住宅供給公社佐世保事務所
　☎（県営）22-9612

奨学金返還サポート補助金申請者
奨学金返還を行い、かつ市内企業に正
規雇用として働く市民に奨学金返還額
の一部を最大 10 年間支援します。
申込　11 月 30 日㊌までに申請書を西

九州させぼ移住サポートプラザへ
※詳しくはお尋ねください。
問同プラザ　☎ 25-9251

自衛官
内容　❶自衛官候補生❷防衛医科大学

校医学科学生❸防衛大学校学生
〆切　❶通年募集❷ 10 月 12 日㊌❸

10 月 26 日㊌
※詳しくはお尋ねください。
問自衛隊長崎地方協力本部佐世保出張所

☎ 23-1231

在日米軍従業員
駐留軍等労働者労務管理機構（エルモ）
では、米海軍佐世保基地で勤務する従
業員を募集しています。

【募集職種】機械工、販売事務職、警備
員など（英語力不要の職種もあり）

※詳しくはエルモ HP をご覧になるか、
お尋ねください。

問エルモ佐世保支部　☎ 23-7191

普通救命講習
日程　❶ 10 月 30 日㊐ 10 ～ 12 時❷

11 月 13 日㊐ 9 ～ 12 時
場所　❶中央消防署❷東消防署
内容　心肺蘇生法、止血法など
申 込　 ❶ 10 月 16 日 ㊐ ～ 29 日 ㊏ 8

時 30 分～ 17 時 15 分に電話かファ
クス（24-4119）で中央消防署へ（参
加者は事前に WEB 講習を受講し、

受講証明書を持参してください）❷
11 月 1 日㊋～ 12 日㊏ 8 時 30 分～
17 時 15 分に電話（☎ 38-2519）か
ファクス（38-1119）で東消防署へ

問消防局警防課　☎ 23-2598

まちなかサロン（無料）
日 程　11 月 10 日 ㊍、24 日 ㊍ 13 時

30 分～ 15 時　※全 2 回。
場所　まちなかコミュニティセンター
内容　健康になるための栄養講座
対象　両日参加できる女性
定員　先着 40 人
申込　10 月 11 日㊋以降に電話または

直接同センターへ
問同センター　☎ 24-5571

こころとからだの健康づくり教室
日程　11 月 17 日㊍ 10 時 30 分～ 11

時 30 分
場所　県立武道館
定員　先着 20 人　料金　100 円
申込　10 月19 日㊌以降に電話で同館へ
問県立武道館　☎ 22-2194

親子バドミントン教室
日程　11 月 19 日㊏～来年 2 月 4 日

㊏ 10 ～ 12 時（全 6 回）
場所　総合グラウンド
対象　小学 3 ～ 6 年生とその保護者
定員　先着 20 人
料金　3,000 円　※親子で 5,000 円。
申込　10 月 10 日㊊㊗以降に電話で総

合グラウンドへ
問総合グラウンド　☎ 47-2748

予防救急「落ちる（転落）」
【主な原因】
・階段を下りていて、足を滑らせた
・椅子や脚立の上に立ち、作業をして

いて、バランスを崩した
・ベッドから起き上がる際や寝返りで

転落した
・子どもがベランダや遊具から転落した
【予防と対策】
・階段には手すりや滑り止めを付ける
・不安定な場所で作業する際は、一人

での作業は避けて複数人で行う
・ベッドからの転落防止には、柵を設

置するなどの対策を行う
・窓際やベランダには、踏み台になる

ものを置かないようにする
・子どもは好奇心が旺盛で、予想でき

ない行動をすることがあります。大
人が目を離さないようにしましょう

問消防局警防課　☎ 23-2598

人権「女性の人権」
家庭や職場における男女差別、性犯罪
等の女性に対する暴力、配偶者・パー
トナーからの暴力、職場におけるセク
シュアル・ハラスメントや妊娠、出産
などを理由とする不利益取扱いなど女
性に対する人権問題が発生しています。
女性と男性が相互の立場を尊重して協
力し合える社会になるよう、この問題
について関心と理解を深めましょう。
問人権男女共同参画課

児童手当の申請はお済みですか
出生、転入、転出、公務員に就職・退
職した、児童を養育しなくなったなど
の場合は 15 日以内に速やかに届け出
をお願いします。また、10 月支給分よ
り、制度改正後の金額での支給となり
ます。
※詳しくは市 HP をご覧ください。
問子ども支援課

ひとり親家庭へ資格取得支援・就労相談
就業に役立つ資格取得のため、養成機
関で１年以上修業する場合に、給付金
を支給する制度や指定講座受講費用の
一部を助成する制度があります。対象

訓練（資格）によっては、来年 3 月 31
日までに 6 カ月以上の修業をする人も
対象になる場合があります。また、就
職や転職のサポートを行う就労相談も
実施しています。
※詳しくはお尋ねください。

問子ども支援課
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講演会 など

【昼開催】
松阪記念ＧⅢ場外
弥彦ＦⅠ場外
静岡ＦⅠ場外
武雄ＦⅠ場外
寬仁親王牌ＧⅠ（前橋）場外 
名古屋ＦⅠ場外
伊東温泉ＦⅠ場外
富山ＦⅠ場外
京王閣記念ＧⅢ場外
小田原ＦⅠ場外
防府記念ＧⅢ場外
和歌山ＦⅠ場外
高松ＦⅠ場外　　

【ナイター開催】
本場ＦⅡ（ガールズ）   
松山ＧⅢ場外
宇都宮ＦⅡ場外
青森ＦⅠ場外
平塚ＦⅠ場外
玉野ＦⅠ場外
四日市ＦⅠ場外
武雄ＦⅠ場外
平塚ＦⅠ場外
四日市記念ＧⅢ場外　

10 月７～ 10 日
11 ～ 13 日
14 ～ 16 日
17 ～ 19 日
20 ～ 23 日
21 ～ 23 日
24 ～ 26 日

26 ～ 2 ８日
29 ～ 11 月 1 日

2 ～ 4 日
3 ～ 6 日
7 ～ 9 日

10 ～ 12 日

10 月９～ 11 日
13 ～ 16 日
21 ～ 23 日
24 ～ 26 日

27 ～ 2 ９日
30 ～ 11 月 1 日

2 ～ 4 日
5 ～ 7 日
8 ～ 9 日

10 ～ 13 日

させぼ競輪
  ☎ 31-4797 

トップくんフリーマーケットやバ
ンク開放についてはさせぼ競輪
HP でお知らせします。

シリーズ

子育て

募集

市ホームページ
（市有財産公売）

市ホームページ
（ひとり親家庭自立
支援事業）



子育て情報
出前保育や離乳食講座など、子育て関
連情報は佐世保市子育て応援サイト

「すくすく SASEBO」をご覧ください。

病児保育室をご存じですか
病気中や病気の回復期で集団生活が難
しいと診断され、保護者の就労などの
理由で家庭での保育ができない小学生
までの子どもを一時的にお預りします。
料金　1日1回2,000円（減免制度あり）
※別途連絡文書料 500 円が必要。
※利用時間や事前登録の方法など、詳

しくは市 HP をご覧ください。

問保育幼稚園課

講演会「ペコロスの母の贈り物
～認知症の明るい介護～」（無料）

日程　11月11日㊎ 14 時～ 15 時 30 分
場所　オンライン　定員　300 人
申込　10 月 28 日㊎までに市 HP から

申し込んでください

問長寿社会課

長崎県ギャンブル依存症家族教室
日程　10 月 14 日㊎、28 日㊎、11 月

11 日㊎　※全て 13 時 30 分～ 15
時 30 分。

場所　長崎こども・女性・障害者支援
センター（長崎市）

申込　電話で同支援センターへ

※詳しくはお尋ねください。
問同支援センター　☎ 095-846-5115

盲ろう者（児）相談会
日程　11 月 13 日㊐ 10 ～ 12 時
場所　観光ホテル八千代（諫早市）
対象　盲ろう者（児）当事者、ご家族、

学校や施設などで関わりのある人
申込　10 月 31 日㊊までに電話で長崎

盲ろう者友の会・あかりへ
問同友の会　☎ 090-5470-3236

10 月は骨髄バンク推進月間
骨髄バンクドナー登録へのご理解とご
協力をお願いします。骨髄などの提供
を行った人には、助成金を交付する制
度もあります。
※申請方法など詳しくはお尋ねください。
問健康づくり課

第 55 回佐世保市老人福祉大会
第 43 回佐世保市老人演芸大会

日程　11 月 8 日㊋ 10 時
場所　アルカス SASEBO
問佐世保市老人クラブ連合会事務局
　☎ 22-5788

公開講座「スローエアロビック」（無料）
日程　11月 8 日㊋ 10 時～ 11時 30 分
場所　相浦地区コミュニティセンター
定員　20 人（応募多数の場合抽選）
申込　10 月 31 日㊊までに電話か直接

健康づくり課へ
問健康づくり課

いきいき元気食事づくり教室
日程　❶ 11 月 4 日㊎、11 日㊎❷ 11

月15日㊋、22日㊋❸11月18 日㊎、
25 日 ㊎ ❹ 11 月 28 日 ㊊、12 月 5
日㊊　※全て 10 時～ 12 時 30 分。

場所　❶愛宕❷早岐❸相浦地区コミ
ニティセンター❹中央保健福祉セン

ター（男性だけ）
定員　各日先着 8 人　料金　300 円
申込　10 月 11 日㊋以降に電話で健康

づくり課へ
問健康づくり課

「8020 認定証」発行します
80 歳以上で、自分の歯を 20 本以上持
ち、登録歯科医院で成人歯科健診を受
診した認定証希望者に「8

ハチマルニイマル
0 2 0 認定

証」を発行します。
問健康づくり課

「健康教室」WEB 配信
最新動画は「ロボット支援手術～呼吸
器外科編～」です。

問総合医療センター　☎ 24-1515

弁当による食中毒を防ぎましょう
次のことに気を付けて、食中毒を防ぎ
ましょう。
・調理前は手をよく洗い、ごはんやお

かずを素手で触らない
・おかずは十分に加熱し、汁気を切っ

て冷ましてから弁当箱に詰める
・なるべく涼しい場所で保管し、早く

食べる
問生活衛生課

犬のふんは必ず持ち帰りましょう
飼い犬のふん・尿の後始末は飼い主の
責任です。一部の無責任な飼い主によっ
て、周囲の人を不快な気持ちにさせて
います。飼い犬を散歩に連れて行くと
きは、ふんを回収するためのスコップ
やビニール袋の他、尿を洗い流す用の
水入りのペットボトルなどを持参しま
しょう。
問動物愛護センター　☎ 42-3300
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生活衛生

健康づくり

相談 など

子どもの発達（要予約）
問子ども発達センター（療育相談）☎ 23-3945
問健康づくり課（歯科保健相談）
障がい福祉　問障がい福祉課
◦ギャンブル等依存症夜間ミーティング
　10 月 24 日㊊ 18 時 30 分
◦佐世保断酒会
　10 月 11 日㊋、25 日㊋ 13 時 30 分、10

月 16 日㊐ 13 時 30 分、11 月 5 日㊏ 19
時

◦ AA（アルコール依存症当事者会）
　10 月 9 日㊐、23 日㊐ 15 時
◦ GA 佐世保（ギャンブル依存当事者会）

　毎週水曜 19 時
◦ギャマノン結（依存症の家族、友人の会）
　毎週水曜 19 時
◦高次脳機能障害当事者会・家族の集い
　10 月 22 日㊏ 13 時
◦ひきこもり家族会（あのねの木）
　10 月 19 日㊌ 10 時
◦精神障がい者家族の会（ゆみはり会）
　10 月 15 日㊏ 13 時
◦精神患者当事者会（ふたばの陽）
　10 月 15 日㊏ 13 時 30 分
※開催場所など詳しくはお尋ねください。
医療に関する相談　問保健福祉政策課

問医療安全支援センター  ☎ 25-9723
生活にお困りの方への支援
問市社会福祉協議会  ☎ 23-0265
いじめ・不登校・非行問題相談窓口
問青少年教育センター  ☎ 22-0781
休日・夜間の救急医療体制
問市立急病診療所
　☎ 25-3352
問消防局医療機関案内
　☎ 23-8199
長崎県子ども医療電話相談
問 #8000　ダイヤル回線 ☎ 095-822-3308

❶がん検診

場所　市内の登録医療機関
❷総合健診（胃・肺・大腸・子宮頸・乳・前立腺がん検診・特

定健診・肝炎ウイルス検診）　※①は歯科健診も含む。
日程　① 11 月 19 日㊏ 8 時 30 分～ 14 時② 12 月 1 日㊍ 9

～ 14 時③ 12 月 6 日㊋ 9 ～ 14 時
場所　①中央保健福祉センター②鹿町温泉やすらぎ館③卸団

地組合会館
対象、料金　❶と同じ（ただし、乳がんは 40 歳以上、胃がん

は 74 歳以下の人が対象）
定員　先着 90 人
申込　① 10 月 20 日㊍② 11 月 1 日㊋③ 11 月 4 日㊎以降に

電話か直接健康づくり課へ
❸肺がん検診（胸部レントゲン、65 歳以上は結核検診も兼ねる）
・毎週月曜～木曜（祝日を除く）中央保健福祉センター
・10 月 12 日㊌②ドラッグストアモリ白岳店③大岳台町公民館
・10 月 14 日㊎①大野地区コミュニティセンター
・10 月 18 日㊋①吉井地区コミュニティセンター
・10 月 20 日㊍②黒髪町２の２組公会堂
・10 月 21 日㊎①日宇体育室（もみじが丘町）
・10 月 26 日㊌②丸亀製麺佐世保吉岡店③下本山町公民館

・10 月 27 日㊍②潜木町Ｙショップ寺崎店③小舟町２組公民館
・10 月 28 日㊎②八の久保公民館③あたご荘
・11 月 1 日㊋①日宇地区コミュニティセンター
・11 月 2 日㊌①柚木地区コミュニティセンター
・11 月 4 日㊎①江迎地区文化会館
・11 月 8 日㊋①中里皆瀬地区コミュニティセンター
・11月10 日㊍②江迎地区コミュニティセンター③志戸氏公民館
※① 9 ～ 11 時② 9 時 20 分～ 10 時③ 10 時 20 分～ 11 時。
対象、料金　❶と同じ
❹乳がん検診（マンモグラフィー）
日程　毎週月～木曜8時50分～11時30分、13時～16時30分、

第 1、3 金曜 13 時～ 16 時 30 分（いずれも祝日を除く）
場所　中央保健福祉センター　対象　40 歳以上　料金　❶と同じ
❺女性がん検診（子宮頸、乳、大腸）
日程　11 月 13 日㊐ 9 ～ 14 時　場所　ララコープ日野
対象、料金　❶と同じ（ただし乳がん検診は 40 歳以上）
定員　先着 90 人
申込　10 月 13 日㊍以降に電話か直接健康づくり課へ
❻エイズ・性感染症相談（匿名、無料）

【相談】☎ 0120-104-783　Eメール　shc783@city.sasebo.lg.jp
❼成人歯科健診（歯周病検診）
場所　登録医療機関　料金　自己負担 500 円
申込　直接登録医療機関へ
❽乳幼児健診（約 1 カ月前に該当者に通知します）
4 カ月児健診　対象　4 ～ 5 カ月ごろ
1 歳 6 か月児健診　対象 1 歳 5 ～ 8 カ月ごろ
3 歳児健診　対象 3 歳 9 ～ 11 カ月ごろ

問健康づくり課（❶～❼）、子ども保健課（❽）

検診・検査 など

区分 20代 30 代 40 代 50・60 代 70 歳以上
胃 ─ 3,000 円 1,000 円

無料

肺 ─ ─ X 線 400 円
大腸 ─ ─ 600 円
子宮 頸部（けいぶ）1,000 円
乳 ─ 1,500 円 1,100 円

前立腺 ─ ─ ─ 400 円

休日・夜間の
救急医療体制等

総合医療センター
（健康教室）

高齢者と介護

障がい福祉

市ホームページ
（病児保育室）

市ホームページ
（申し込みフォーム）

すくすく SASEBO



　8 月 28 日（日）、アルカス SASEBO
大ホールで「アルカス SASEBO ジュニ
アオーケストラ 10 周年記念演奏会」が

開かれました。
　ビゼーの歌劇カルメン「闘牛士」、ベートーヴェンの「運
命」、シベリウス交響詩「フィンランディア」、九十九島の
美しさを曲に表現した羽田健太郎の「九十九詩人」、そして
ラストの演目は「サウンド・オブ・ミュージックメドレー」
と難しい曲を次から次に、美しく、そして力強く奏でたジュ
ニアオーケストラの皆さんに、観客から大きな拍手が送ら
れ、しばらく鳴り止みませんでした。
　指揮者の清水醍

だいき
輝先生が再度登場されると、コンサート

マスターから感謝の花束が贈呈されました（清水先生は今
回をもって退任されます）。
　その後、熱烈なアンコールに応えた曲はおなじみの「ラ
デツキー行進曲」で、オーケストラと観客が一体となった
盛り上がりの中でフィナーレとなりました。
　さて、アルカス SASEBO ジュニアオーケストラは、平成
24 年 4 月に、平成元年から 24 年間活動した「佐世保市児
童管弦楽団」を前身に発足し、現在は小学 3 年生から高校
生まで、オーケストラで一緒に演奏したい、音楽大好きな
子どもたち約 80 人が団員として活躍しています（随時団員
募集中で未経験でもよろしいそうです）。
　毎年の定期演奏会や九十九島音楽祭など、市内外の演奏

会の他、コロナ禍前には、全国ジュニアオーケストラフェス
ティバルや国民文化祭への参加などで評価を高めています。
　このように素晴らしい成長ができたのは、指揮者の清水
先生、ミュージックアドバイザーの新日本フィルハーモニー
交響楽団桂冠名誉コンサートマスター豊嶋泰

やすし
嗣先生のご指

導とともに、何よりも地元 20 数名の音楽家や OB・OG の
皆さまの長年にわたる熱心なご指導のたまものであり、改
めまして心から敬意を表する次第です。
　さらには、ジュニアオーケストラが継続できているのは
企業、団体、個人のスポンサーの皆さまのおかげでもあり、
深く感謝の意を表しますとともに、今後とも引き続きご支
援をいただきますようよろしくお願いします。
　最後に、アルカス SASEBO ジュニアオーケストラが今後
ますます成長、発展しますことを期待するとともに、市民
の皆さまの力強い応援をどうぞよろしくお願いいたします。

佐世保市長　朝長　則男

　「最近の子は、物ば大切にせんねー」妻の言葉です。
　小学２年生の孫は、梅雨時になると必ずと言っていいほ
ど傘を壊してしまいます。低価格で傘を買うことができる
時代ですが、孫のためを思って買った傘が何度も使えなく
なってしまうと、さすがに愚痴も出るものです。子どもた
ちには物を大切にしてほしいと願うところですが、自分も
含めて守ることができているのか分かりません。

　先日、孫が雨の日にあまり見掛けない傘を使っていまし
た。聞くと、最近は傘を自分で作ることができるらしく、
お母さんと一緒に作ったとのことでした。孫はその傘を大
事に使っており、それからは傘を壊していないようです。
　さまざまな分野で効率化を優先する時代になってきまし
たが、時には自分で頑張って物を作ることで、物の大切さ
を認識するのだなと思った雨の日でした。　　（70 代男性）

「聞いて徳する話」募集中
身の回りで見つけた“聞いて「徳」する話”を募集中です。応募用紙は事務局で配布しており、
市ホームページからもダウンロードできます。 問佐世保徳育推進会議　☎ 23-2856

8 月号のアンケート　169 通

左記の画像を読み込むと
応募画面が表示されます

宛
先

はがき　   〒 857-8585（住所不要）佐世保市役所秘書課広報係宛て
E メール　hishok@city.sasebo.lg.jp（携帯電話からも可）

10 月号プレゼント

22 広報させぼ● 2022.10 23

126

海上自衛隊のデザインが施された「フェイス
タオル（880mm × 330mm）」とセーラー服
のようなデザインの「ショルダーバッグ」の
セットを 3 名様にプレゼントします。

問道の駅させぼっくす 99　☎ 42-6077

「広報させぼ 10 月号」満足度アンケート
次の①～④のうち、当てはまる番号をお答えくだ
さい。
①大変良い   ②良い   ③不満   ④大変不満

応募方法
「はがき」か「E メール」または「応募フォーム」に、❶
「広報させぼ」満足度アンケートの該当番号❷住所❸
氏名❹年齢❺電話番号❻広報紙（特集）へのご意見❼
広報紙（特集以外）や市政に関するご意見を書いて、
10 月 20 日（木）までに（消印有効）広報係へ。
※応募は 1 人 1 通、応募者の中から抽選で決定し

ます。発表は発送（11 月中旬）をもって代えさ
せていただきます。

アルカス SASEBO ジュニアオーケストラ創設 10 周年

3名様

海上自衛隊
フェイスタオルとショルダーバッグ

質問

回答

　本を読むことが増えたのですが、本はどこで借りて、
どこで返却することができますか。
　本の貸し出しや返却は、次の公共施設で行っています。

【貸し出し・返却】
・ 市立図書館
・ 移動図書館「はまゆう号」
・ 早岐・相浦・世知原・宇久地区コミュニティセンター図

書室
【取り寄せ・返却】
・ 大野・宮・小佐々・江迎・吉井・鹿町・針尾地区コミュニ 
　ティセンター窓口
※市立図書館が休みのときは、玄関左側の「返却ポスト」

に返すことができます。
※大野・宮・小佐々・江迎・吉井・鹿町・針尾地区コミュ

ニティセンター窓口は、平日 8 時 30 分から 17 時 15
分までの受け付けとなります。市立図書館の開館時間
とは異なりますのでご注意ください。

問市立図書館　☎ 22-5618

市民の方から寄せられた市政へのご意見や感想などを紹介します。

佐世保市立
図書館

利用案内

ⓒ
中
倉
壮
志
朗

10
周
年
記
念
演
奏
会
の
様
子

お詫びと訂正　令和 4 年９月号表紙写真の説明で「市内で初めて行われた水道管工事（明治 40 年ごろ）」と掲載し
ましたが、正しくは「水道管工事の様子（大正 11 ～ 13 年度ごろ）」の誤りでした。お詫びして訂正します。
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市立図書館の返却ポスト

公式
キャラクター

SABON
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