
新政策推進課からのお知らせ

対馬の魅力・課題に出会う「対馬学フォーラム」の立ち上げに向けて

問い合わせ しまづくり戦略本部　新政策推進課　☎0920（53）6111

　対馬に関する研究・実践活動を行う研究者や学生
の参加を得ながら、市民の皆さまとともに、対馬の
すばらしさを知り、対馬の将来について考え合う場
「対馬学フォーラム」の立ち上げを考えています。
　これまで対馬では数多くの研究や実践活動が行わ
れてきました。しかしながら、多くの市民に知られ
ぬまま、その成果が眠っているものが多数あります。
その中には、対馬の魅力や可能性に気づき、産業振
興や環境保全活動のヒントになるものもあります。
　対馬市では、今までの成果や今後の計画を発表し、
分かち合う「場」を設け、対馬の地域振興や環境保
全、対馬への誇り醸成につなげたいと考えています。
市民の皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いい
たします。

《準備会を開催します》
　12月中旬に設立記念イベントを予定しています。
設立に向け、準備会を開催いたします。
　設立の趣旨にご賛同いただける方、対馬のことを
楽しく学びたい、調べてきたことをいろんな人に伝
えたい、研究成果を地域振興に活かしたいという
方々の積極的なご参加・ご協力をよろしくお願いい
たします。

○と　き　平成27年7月22日（水）19：00～
○ところ　対馬市交流センター3階　会議室
○備　考　参加いただける場合は新政策推進課まで
　　　　　ご一報ください。

　1950年の九学会連合対馬共同調査以降、
国立科学博物館等、様々な調査研究が対馬で
行われてきました

対馬に関する研究一覧

分　類

共同・
合同研究

個別研究

研究機関名・調査研究名

東亜考古学会対馬調査

九学会連合対馬共同調査

長崎大学対馬総合学術調査

国立科学博物館「対馬の自然史科学的総合研究」

長崎県生物学会「対馬の生物総合調査」

九州工業大学対馬総合調査

日本対馬・壱岐島総合学術調査（韓国）

日韓漁村・経済共同研究会「日韓合同学術調査」

早稲田大学水稲文化研究所「東アジアにおける水田形成と水稲文化の研究」

総合研究大学院大学「地球環境問題と生物多様性に関する研究」対馬巡検

慶應義塾大学SFC研究所総合調査　等

歴史・民俗・言語・宗教・建築・生物・植物・地理・農林水産業・地域振興・環境

保全・ツシマヤマネコ等多数
（北海道大学・宮城教育大学・東京大学・東京農業大学・立教大学・慶應義塾
大学・早稲田大学・日本大学・日本獣医生命科学大学・神奈川大学・名古屋大
学・京都大学・京都産業大学・愛媛大学・九州大学・九州産業大学・福岡大学・
西南学院大学・長崎大学・長崎県立大学・鹿児島大学・琉球大学等）
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問い合わせ 消防本部　予防課　☎0920（52）0119
　

消防本部からのお知らせ

甲種防火管理（新規・再）講習を行います

○日　　　時　新規講習（2日間） 平成27年9月29日（火）  9：00～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30日（水）  9：00～15：00

　　　　　　　再 講 習　　　　　平成27年10月1日（木）13：00～16：00

○講 習 会 場　対馬市厳原町桟原52-2　消防本部3階

○受 付 期 間　平成27年8月3日（月）～9月4日（金）まで

○申 込 方 法　最寄りの署所に備え付けの「防火管理講習受講申込書」に必要事項を記入の上、最寄り

の署所へ提出してください。また、防火管理受講申込書は「対馬市火災予防施行規程」

で検索、ダウンロードができます。

申込書には、カラー写真２枚（6ヵ月以内に撮影した上三分身・無帽・無背景・タテ

2.8cm・ヨコ2.4cm、裏面に氏名を記入したもの）を添付して提出してください。

○テキスト代　新規講習　3,650円　　再講習　3,100円　(受講料不要)

※対馬市ホームページをご覧ください。

　全日本空輸（株）のご協力により、航空運賃の値下げを目指した対馬市の実証事業として、対馬～福岡
間の航空路線を更におトクかつ便利にご利用いただけるように、9月1日から11月30日までの３ヵ月間、
「特割」・「旅割」の各種運賃が値下げとなります。
　期間中は「特割」が「アイきっぷ（島民カード割引）」よりも安い運賃設定となりますので、是非ご
利用ください。
　また、島外にご親戚やご友人等がいらっしゃいましたら、期間中の利用についてお知らせくださいま
すよう、よろしくお願いいたします。
　詳細は、以下の表を参照ください。

※特割とは、搭乗日3日前までの予約・購入でご利用できるおトクな運賃です。
※旅割とは、搭乗日の28日前、45日前、60日前までの予約・購入でご利用できるおトクな運賃です。
※10月25日以降の搭乗分については、まだ販売されておりません。

対馬～福岡間の航空路線の運賃（「特割」・「旅割」）が３ヵ月間お安くなります

未来創造・交通政策課からのお知らせ

問い合わせ しまづくり戦略本部　未来創造・交通政策課　☎0920（53）6111

運　賃　額

【運賃額詳細】

変 更 後

9/1～10/24搭乗分 10/25～11/30
搭乗分

特割 Ａ 10,400円

特割 Ｂ 9,900円

特割 Ｃ 9,500円

旅割 28 8,700円

旅割 45 8,300円

旅割 60 8,000円

変 更 前

12,400円

11,900円

11,500円

9,200円

8,900円

8,700円

値下げ額

▲2,000円

▲2,000円

▲2,000円

▲500円

▲600円

▲700円

10,400円

9,900円

9,500円

8,700円

8,300円

8,000円
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総務課・消防本部からのお知らせ

問い合わせ 総務部　総務課　☎0920（53）6111
　

問い合わせ 消防本部　総務課　☎0920（52）0119
　

【第１次試験日】平成27年9月20日（日）　【申込受付期間】平成27年7月15日（水）～8月14日（金）

試験区分 職　種 採用予定 受　　験　　資　　格

（一般）
　昭和55年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人
※高等学校卒業以上の学歴を有する人（平成28年3月31
日までに卒業見込みの人を含む）又は消防職員として
実務経験を有する人

（救急救命士）
　昭和51年4月2日以降に生まれた人で、救急救命士法
（平成3年法律第36号）の規定による救急救命士の資格を
有する人（取得見込の人は、一般受験となります）

高校卒業程度 10名程度
消 防 吏 員
（ 一 般 ）
（救急救命士）

試験区分 職　種 採用予定 受　　験　　資　　格

　平成元年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人で、
高等学校卒業以上の学歴を有する人又は平成28年3月31日
までに卒業見込みの人

⑴昭和63年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人
で、高等学校卒業以上の学歴を有する人
⑵韓国での留学経験が平成28年3月末現在で通算して4年以
上ある人または、留学経験が平成28年3月末現在で通算し
て2年以上ある人でハングル能力検定試験2級以上の資格
若しくは韓国語能力試験5級以上の資格を有する人

　昭和55年4月2日以降に生まれた人で、高等学校卒業以上
の学歴を有する人又は平成28年3月31日までに卒業見込みの人

　昭和55年4月2日以降に生まれた人で、高等学校卒業以上
の学歴を有する人又は平成28年3月31日までに卒業見込みの人

　昭和55年4月2日以降に生まれた人で、保健師の資格を取
得している人又は平成28年3月31日までに取得見込みの人

　昭和51年4月2日以降に生まれた人で、保育士の資格を取
得している人又は平成28年3月31日までに取得見込みの人

次のすべての要件を満たす人
⑴昭和55年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人
（学歴・性別は問いません）
⑵採用試験申込日現在、障害者基本法第2条に定める障がい
者で、障害者手帳の交付を受けている人
⑶自力による通勤ができ、かつ、介護者なしに職務の遂行が
可能な人
⑷通常の勤務時間（原則として週38時間45分、1日7時間
45分）に対応できる人
⑸通常の活字印刷文による出題及び口述による面接試験に対
応できる人

高校卒業程度 若干名
一 般 事 務
（韓国語　
　修得枠）

１名程度一 般 事 務

若干名一 般 事 務

１名程度建 　 築

１名程度土 　 木

資格免許職

その他
（障害者枠）

若干名保 育 士

若干名保 健 師

対馬市職員を募集します（平成28年4月採用）

消防職員を募集します（平成28年4月採用）
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問い合わせ 保健部　保険課　☎0920（58）1579
　

《8月から被保険者証（保険証）が新しくなります》

　現在ご使用いただいている保険証の有効期限は、平成27年7月31日までとなっています。新しい保

険証を７月中に交付いたしますので、記載内容をご確認いただき大切にお使いください。なお、更新の

ための手続きは必要ありません。

※保険料の納付が滞っている方には、有効期間が短い保険証を交付する場合があります。納付につい

　てのご相談はお早めにご連絡ください。

《限度額適用・標準負担額減額認定証について》

　「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示していただくことで、受診時の窓

口での支払いが自己負担限度額までになります。

　また、入院中の食事代が減額されます。

○認定の対象となる方

住民税非課税世帯に属している方（同一世帯の全員が住民税非課税の場合）　

○既に交付を受けている方

現在使用いただいている認定証の有効期限は、平成27年7月31日までとなっています。引き続き

対象となる方には、新しい認定証を保険証と同封して交付いたします。（申請の必要はありません）

○新規申請で交付を受ける方

保険課または各福祉保健センター及び各振興部住民生活課・各行政サービスセンターの窓口で申請

してください。

※申請に必要なもの…印鑑

後期高齢者医療の被保険者証等の更新について

保険課からのお知らせ

　対馬市では、地域の飼い主不明ネコの数を減らしネコの適正な飼養を推進するため、島内における飼

い主不明ネコの捕獲と不妊処置を実施しています。

　つきましては、今年度に飼い主不明ネコ捕獲・不妊化事業を実施する地域を募集いたします。

○実施目的　対馬市ネコ適正飼養条例に基づき、地域の飼い主不明ネコの数を減らし、ネコの適正飼養

の推進と普及啓発を図ります。

○実施内容　地域における飼い主不明ネコの捕獲・不妊処置（処置後ネコは捕獲された場所へ放獣）

○募集単位　ネコ適正飼養に取り組む意思があり、本事業への合意形成が見込める地域

基本的には行政区としますが、団地・集合住宅など、対策への合意形成が図りやすい地域

単位でも可能です。

○実施条件　事業への応募があった地区を対象として詳細な事業内容の説明会を開催します。

説明会において本事業に対する地区の合意が得られることが実施条件となります。

○応募期限　平成27年8月31日（月）

※実施内容および応募方法等の詳細は下記までお問い合わせください。

飼い主不明ネコ（ノラネコ）の不妊化事業の実施地域を募集します

市民協働・自然共生課からのお知らせ

問い合わせ 総合政策部　市民協働・自然共生課（対馬地区ネコ適正飼養推進協議会事務局）
☎0920（53）6111
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シンポジウム「博物館をつくる！私たちの新しい博物館への期待」を開催します

対馬「日本遺産」に認定！

問い合わせ 総合政策部　観光交流商工課　歴史のまちづくり・世界遺産登録推進室
☎0920（53）6111

　三輪 嘉六氏（前九州国立博物館館長）の講演とパネルディスカッションを行います！

　対馬市では、平成30年度の完成を目指して「対馬博物館（仮称）」の整備を行っています。整備事
業においては、市民のみなさんにもたくさん参加していただき、一緒に博物館について検討していくこ
とを考えています。その最初の機会として、シンポジウムを開催します。九州国立博物館の開館に携
わった三輪嘉六氏にご講演いただき、これから博物館を建設していくにあたってのヒントをお話しいた
だきます。市内3ヶ所で同様の内容で開催いたしますので、みなさんのご参加をお待ちしております。

○第1会場（上対馬）
　日時　平成27年9月5日（土）14：30～17：00　開場14：00
　場所　対馬市上対馬総合センター　大集会室
○第2会場（豊玉）
　日時　平成27年9月6日（日）13：00～15：30　開場12：30
　場所　対馬市豊玉文化会館　大集会室
○第3会場（厳原）
　日時　平成27年9月19日（土）13：00～15：30　開場12：30
　場所　対馬市交流センター　イベントホール
○実施内容（各会場共通）1．基調講演　三輪 嘉六氏
　　　　　　　　　　　　2．パネルディスカッション（講師・市民代表・市職員による意見交換）
○主　　催　対馬市・一般財団法人自治総合センター
（このシンポジウムは、全国モーターボート競走施行者協議会からの拠出金を受けて実施するものです）
※入場無料です。お申し込みの必要はありません。

　4月24日、対馬市は、壱岐市・五島市・新上五島町とともに「国境の島
　壱岐・対馬～古代からの架け橋～」というテーマで「日本遺産（Japan 
Heritage）」に認定されました。
　「日本遺産」とは、文化庁が全国各地域に伝えられた有形・無形文化財
とストーリーを認定し、その文化の魅力を国内のみならず海外へも発信し
て、たくさんの人々に訪れてもらい地域を活性化させようというものです。
　長崎県の島々は、古代より大陸と日本本土をつなぐ重要な役割を果たし
ており、今回は、これらの島々が有する大陸との交易・交流を物語る歴史、
文化財が高く評価されました。
　今後は、さらなる観光客誘致に向けて、対馬島内の歴史的観光施設の保
存・整備を図り、情報発信を行う計画です。

日本遺産ロゴマーク
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観光交流商工課からのお知らせ

前九州国立博物館 館長

三輪 嘉六 氏



税務課からのお知らせ

問い合わせ 市民生活部　税務課　☎0920（53）6111
　

不動産公売を行います

※他の公売物件もございます。物件の詳しい内容は、市民生活部税務課まで
　お気軽にお問い合わせください。公売公告後、対馬市ホームページでも閲覧できます。

○期間入札：平成27年8月3日（月）～8月6日（木）　9：00～17：00（ただし最終日は15：00まで）
○開札期日：平成27年8月6日（木）　15：10～　
○入札及び開札場所：対馬市役所税務課（厳原町国分1441） ○代金納付期限：8月13日（木）14:30
★公売予定物件　全9件（物件の公売中止・変更の可能性もあります）

　★入札にあたっての注意点★

１．公売財産の明細書及び公売公
告は対馬市税務課に備え付け
てあります。あらかじめ関係
資料を必ず確認し、関係公募
等を閲覧するほか、十分な調
査を行ったうえで入札してく
ださい。

２．入札日には、次のものが必要と
なりますので、お持ちください。
(1)公売保証金
(2)印鑑：代理人が入札する
場合は代理人の印鑑、法
人の代表者が入札する場
合は代表者印

(3)代理人が入札する場合は、
委任状

(4)共同入札をする場合は共
同入札代表者の届出書

(5)法人の代表権限を証する
書面（商業登記簿謄本等）

(6)入札物件が農地の場合は、
買受適格証明書

３．公売公告後、公売を中止する
ことがありますので、入札前
に必ず、ご確認ください。

４．公売に参加するには｢対馬市
不動産公売入札の手引き｣を
よくお読みいただき、同意し
ていただくことが必要です。

５．日本国籍を持たない個人及び
日本国内に本店を持たない法
人は、入札参加できません。

売却区分番号：H26（F）005
○上県町佐須奈甲1563番2他
○雑種地他（合計3,439㎡）
○倉庫(平成元年1月建築)
　　　最低公売価額：744万円
　　　公売保証金額：  75万円

土地付
建物

雑種地
他

価格改定

価格改定

売却区分番号：H25（F）001
○厳原町小浦5番4・10
○宅地（合計1,239㎡）
○作業場(築38年)
　　　最低公売価額：371万円
　　　公売保証金額：  38万円

売却区分番号：H24（F）005
○厳原町与良内院620番
○宅地（合計142㎡）＊現況350㎡　
○建物（1階77.98㎡・2階45.41㎡）
　　　最低公売価額：80万円
　　　公売保証金額：  8万円

土地付
建物

価格改定

山林

新規物件

売却区分番号：H27（F）006
○美津島町雞知甲319番1
○山林（合計35,408㎡）
　　　最低公売価額：64万円
　　　公売保証金額：  7万円

売却区分番号：H27（F）002
○美津島町加志744番1・2
○田（合計1,682㎡）
　　　最低公売価額：99万円
　　　公売保証金額：10万円
※買受適格証明書の提出が必要です。

農地
（田）

新規物件 その他3物件あり
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健康増進課からのお知らせ

問い合わせ 保健部　健康増進課　☎0920（58）1116

　「健康であること」が語源のフィットネス。生き生きと生
活することを目指すうえで「健康の維持・増進を目的とした
運動」は欠かせないものですね。対馬市では、市民の皆様の
健康づくりのサポートに、湯多里ランドつしまの温水プール
を活用した健康教室を今年度も開催いたします。運動習慣を
身につけて、健康で長生きすることを一緒に目指しません
か？ご家族やご友人をお誘いいただき、ぜひご参加ください。

○開催日時　平成27年9月～平成27年10月まで
　　　　　　2ヶ月単位（週1回、全8回）20名定員の昼の部、夜の部の2グループを募集します。

今年度は、冬期開催はいたしません。

○内　　容　水中ウォーキング・水中フィットネス　等
　　　　　　～「リズム体操」「体力アップウォーキング」～
　　　　　　血圧・脈拍・体重測定、健康の維持・増進に向けてのワンポイントアドバイス　等
○場　　所　湯多里ランドつしま（美津島町雞知）
○対　　象　昨年度ご利用以外の方で、8月1日現在で湯多里ランドつしま会員でない市内在住30歳以

上の男女
○講　　師　湯多里ランドつしま所属スイミングインストラクター
○参 加 料　無料（水着・スイミングキャップ等は参加者で準備）
○申 込 先　保健部　健康増進課にお電話ください。
　　　　　　☎0920（58）1116　IP（358）1116
　　　　　　名前・住所・連絡先等確認させていただきます。
○申込締切　平成27年8月10日（月）　先着順
○そ の 他　・送迎バスはございませんので、ご留意ください。

・事前に問診票を記入していただきます。持病をお持ちの方、現在通院している方は、本
　講座を受講する旨を主治医に相談のうえ、了解をおとりください。
・データ作成のために身体計測・講座終了後のアンケート等にご協力いただきますが、個
　人が特定されるようなことはありません。

　　一緒に、運動習慣者（1回30分以上週2回以上1年以上運動をしている人）を目指しましょう♪

昼の部（日）14：00～15：30

夜の部（木）19：00～20：30

9月6日

9月3日

9月13日

9月10日

9月20日

9月17日

9月27日

9月24日

10月4日

10月1日

10月11日

10月8日

10月18日 10月25日

10月15日 10月22日

目指せ！脱メタボ!!  ～温水プールで健康増進～
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犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ
～７月は「社会を明るくする運動」の強調月間です～
　「社会を明るくする運動」とは、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生につ
いて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国
的な運動です。
　犯罪や非行のない誰もが暮らしやすい社会の実現に向けて、皆様のご協力をお願いします。

総務課からのお知らせ

問い合わせ 総務部　総務課　☎0920（53）6111
　



水産課からのお知らせ

問い合わせ 農林水産部　水産課　☎0920（53）6111
対馬海上保安部　　　☎0920（52）0643

7月16日（木）～7月31日（金）は
　　全国海難防止強調運動！ 実施中です

　近年における全国の海難発生状況は、衝突海難が最も
多く、また、海難船舶隻数全体の約7割を漁船とプレ
ジャーボートが占めています。
　対馬周辺海域においても、平成26年に衝突や機関故障
などの船舶海難が28隻発生しており、ほとんどが漁船と
プレジャーボートによるものでした。
　海難を起こさないために、重点事項を遵守して、海難「0
（ゼロ）」を目指しましょう！

〈重点事項〉
○見張りの徹底及び船舶間コミュニケーションの促進
　・早めの動作
　・VHFや汽笛信号等の活用
　・AIS情報の活用と正しい情報の入力
○プレジャーボートの発航前点検の徹底
○ライフジャケットの常時着用等自己救命策の確保
・ライフジャケットの常時着用
・連絡手段の確保
・118番等緊急電話番号の普及

漁業無線の有効活用をお願いします

問い合わせ 農林水産部　水産課　　　　　　　　　　☎0920（53）6111
対馬無線漁業協同組合（対馬漁業無線局）☎0920（55）0878

　対馬無線漁業協同組合（対馬漁業無線局）では、平成26年度防衛施設周辺民生安定施設整備事業費
補助金を活用し、老朽化した27MHz帯1wDSB無線機器4局（鴨居瀬通信所及び豆酘・上県・比田勝の
送受信所）の換装工事を行いました。
　現在、対馬漁業無線局では、漁船に対し各種気象情報・市況等の周知と共に対馬周辺海域で行われる
自衛隊の演習情報・海難や航行障害のおそれのある漂流物や飛翔体等の緊急情報の提供を行い、高齢
化・漁船の老朽化による事故の増加が懸念されるなかで、船舶の航行並びに操業の安全を支援する為、
24時間体制で漁業無線を聴取し、所属漁船と連携し密漁などの不法操業や不審船等の情報を収集し関
係各所へ提供しています。
　一斉かつ迅速な連絡が可能な漁業無線は、水難災害が発生した場合の救難信号（SOS）の受信や遭難
漁船の早期発見にも有効であり、通信機器の発達・情報化が進む中で漁業無線の有効性は東日本大震災
において再認識されました。
　対馬漁業無線局では、データ通信（文字情報の提供）等、漁業者の航行の安全・操業支援の為の新し
い取組も計画していますので、これからも漁業無線の有効活用をお願いいたします。

◎24時間聴取周波数……27908kHz（DSB）　27398,5kHz（SSB）
◎緊急呼出周波数………27524kHz 若しくは無線機の注意信号ボタンの長押し　
※漁業無線局では緊急信号を受信すると局内の緊急ベルが鳴り、緊急時の対応を迅速に行います。
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〒817-1301　対馬市峰町三根451
教育委員会　学校教育課　☎0920（88）2001（担当：村瀬）

　

○職　　種　対馬市学校給食共同調理場業務
○職務内容　学校給食調理場調理員
○勤務場所　仁田学校給食共同調理場
○募集人員　1名
○応募資格　対馬市内に居住し、60歳未満の健康で通勤が可能な方
○契約期間　平成27年9月1日～平成28年3月31日（継続有り）
○勤務条件　対馬市学校給食会職員就業規則による
　　　　　　・給料月額　130,000円（社会保険・雇用保険あり）
　　　　　　・賞与年２回（6月・12月）　
　　　　　　・通勤手当あり
○選考方法　書類審査及び面接
○選考日等　申込者に別途通知する
○申込方法　市販の履歴書（自筆・写真添付）1通を下記宛て郵送または持参により提出してください。
　　　　　　（提出された書類は、理由の如何を問わず返却しません）
○申込期限　平成27年7月31日（金）17：00まで（必着）

対馬市学校給食会職員を募集します

環境政策課からのお知らせ

「第3回　日韓海岸清掃フェスタIN対馬」を開催します

問い合わせ 市民生活部　環境政策課　☎0920（53）6111

　海岸漂着ゴミ問題の解決に向けて、日韓のボランティア参加者が集い、漂着ゴミの回収及び参加者間
での発生抑制に対する意見交換等を行います。
　市民皆様の多数のご参加をお待ちしております。
○日時・場所　平成27年8月23日（日）
　　　　　　　１．海岸清掃：8：15～受付開始　集合場所：上県町佐護（湊浜シーランド）
　　　　　　　　　清掃場所：上県町佐護阿保海岸（集合場所から清掃場所へバスで送迎します）
　　　　　　　２．みんなで一緒に考えよう漂着ゴミ　15：30～　開催場所：上対馬総合センター
　　　　　　　　　※回収作業の体験を踏まえて、講演・意見交換・質疑応答などを行います。
○主　　　催　美しい対馬の海ネットワーク・対馬市
○後　　　援　ふるさと清掃運動会・東京対馬会
○申　込　先　美しい対馬の海ネットワーク　（松村）
　　　　　　　☎0920（54）5454　FAX：0920（54）5018
　　　　　　　※申し込み期限は7月31日（金）までとなっております。

教育委員会　生涯学習課（峰地区公民館）　☎0920（88）2004

古代琴を作ってみよう
　～第1回ワークショップ（琴作り）～　　
○日　　時　平成27年7月26日（日）　10：00～16：00
○場　　所　美津島町洲藻　木工クラブ作業場
○集合場所　美津島行政サービスセンター駐車場　9：30
※昼食・飲み物は各自持参してください。

申込・問い合わせ

申込・問い合わせ

2015. 7 16

教育委員会からのお知らせ



広報つしま17

平成28年 成人式を開催します

問い合わせ 教育委員会　生涯学習課　☎0920（88）2004

○日　　時　平成28年1月3日（日）　13：00～14：30

○会　　場　シャインドームみね（峰町三根）

○対 象 者　平成7年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた方

　　　　　　※10月上旬に下記対象者へ案内を送付予定です。

　　　　　　①平成27年8月1日時点で対馬市に住民票のある方

　　　　　　②市内中学校を卒業された方（市外に住民票のある方を含む）

　　　　　　※対象者であればどなたでもご参加いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験が実施されます

問い合わせ 教育委員会　学校教育課　☎0920（88）2001

平成27年度の認定試験が以下のとおり、実施されます。

○試 験 日　平成27年10月28日（水）

○試験科目　国語・社会・数学・理科・外国語（英語）

○試験会場　各都道府県教育委員会の推薦に基づき、文部科学省において決定されます。

○願書受付　平成27年8月24日（月）～平成27年9月11日（金）

※受験資格や出願方法など、詳しくは教育委員会　学校教育課へお問い合わせください。

「命婦の舞」が伝統文化保存維持費用助成の決定を受けました
みょうぶ まい

問い合わせ 教育委員会　文化財課　☎0920（54）2341

　記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財（国選択

無形民俗文化財）「命婦の舞」が、公益財団法人明治安

田クオリティオブライフ文化財団から平成27年度地域の

伝統文化保存維持費用助成の決定を受けました。

　この事業は、地域の民俗芸能の継承、特に後継者育成

のための諸活動に努力している個人または団体を対象と

して、後継者育成に必要な技能習得活動や道具整備等の

ための諸費用を助成するもので、全国43都道府県から推

薦された164件におよぶ多数の応募の中から、44件が選

定されております。

（命婦の舞保存会　長瀬代表談）

　この度は、周りの皆様方のご尽力が実り、助成決定を頂き大変幸せに思います。早速備品購入等

に充てさせて頂き、後継者育成等の活動につないでいきたいと思います。

　命婦の舞は対馬の宝物の一つと思っております。後継者が育ち、島内のもっと多くの神社で奉納

出来たらと願っております。

命婦の舞保存会　長瀬 壽喜代 代表
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商工会を発行主体とした対馬市プレミアム商品券のお知らせです。

○発 行 総 数　38,000セット（1セット：500円×24枚つづり）

○販 売 価 格　1セットあたり12,000円の商品券を

　　　　　　　　10,000円（消費税込み）で販売

○販 売 期 間　平成27年8月5日（水）

　　　　　　　　　～平成27年9月30日（水）※完売次第終了

○使 用 期 間　平成27年8月5日（水）

　　　　　　　　　～平成27年11月30日（月）

　　　　　　　　※使用期間を過ぎた商品券は無効

○購入対象者　対馬市にお住まいの世帯

○購入可能冊数　1世帯5セットまで1回限り購入可能　

　　　　　　　　※なお5セット未満の購入でも1回限りの販売とさせていただきます。追加購入は出

　　　　　　　　　来ません。

○利 用 店 舗　対馬市商工会の会員であり、商品券取扱加盟店登録をした事業者

○販 売 場 所　対馬市商工会各支所及び峰行政サービスセンター

◎今月の広報に申込み用紙を折り込んでおります。必要箇所をご記入の上、各販売場所へお持ちください。

対馬市プレミアム商品券を発行します

問い合わせ 総合政策部　観光交流商工課　☎0920（53）6111

問い合わせ 福祉事務所　こども未来課　☎0920（58）1119

子育て世帯の皆様は8,000円で購入できます（1セット限り）

○対馬市子育て世帯プレミアム商品券引換券

　子育て世帯（中学生以下の児童と同居されている世帯）は、申請により対馬市プレミアム商品券購入

可能冊数（1世帯あたり5セットまで）のうち１セットに限り12,000円の商品券を8,000円で購入で

きます。引換券は下記窓口で申請をし、交付を受けてください。

※注意　申請前に購入いただいた対馬市プレミアム商品券については、対象となりません。
　　　　また、返金も行いませんのでご注意ください。

○申請期間　平成27年8月3日（月）～平成27年8月31日（月）

○申請窓口　福祉事務所こども未来課（豊玉）

　　　　　　南福祉保健センター（厳原）・北福祉保健センター（上県）

　　　　　　美津島行政サービスセンター（美津島）・峰行政サービスセンター（峰）

　　　　　　上対馬振興部住民生活課（上対馬）
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つしま図書館情報つしま図書館情報 つしま図書館　☎0920（52）3900

　「子どもといっしょに季節の食しごとを
楽しみたい」「日々の料理のお手伝いをさ
せたい」食しごとを上手に楽しむためのコ
ツとレシピを紹介します。

江口　恵子／著

児
童
書

今月のおすすめ新着本

　南の島の集落で、知子ばあさんと暮
らす鷹野一彦。田舎の高校生だが、そ
の裏では、諜報活動訓練を受けている。
ある日、親友の柳勇次が、一通の手紙
を残して姿を消した。逃亡か、裏切り
か、それとも？

吉田　修一／著
『森は知っている』

一
般
書

『子どもといっしょに　　　　
　　季節の食しごと＆保存食』

『はじめてのスタンプアート    
               魔法のテクニック』

　簡単にインクをつけてぽんと押すだけか
らはじまって、最後にはアートになる。初心
者が楽しくスタンプやインクのテクニックを
学べる１冊。

小須田 逸子・戸田 充広／著

　ぼくのうちは、200年続く老舗の和
菓子屋。ある晩、工房で怪しい物音がす
るので妹と探りに行くと、工房に妖怪
が出現！なんと、井戸と妖怪の世界は
繋がっていると言うではないか!

廣田　衣世／著

『あま～いおかしにご妖怪？』
斎藤 次郎・王 瑞雲／監修

『「あっ、たいへん！」子どもハンドブック』

　友だち関係、学校生活などの悩み、
突然の事故によるケガや救急法など、
いざというときにスムーズに対処でき
る方法を、専門家の立場から的確にア
ドバイス。

肥田　美代子／著
『森の本やさん』

　森の動物たちは、くまじいさんの本
屋さんが大好きでした。でも、大あら
しで本やさんがつぶれてしまいました。
困った動物たちが相談して、くまじい
さんに内緒ですばらしい本やさんをつ
くります。

日 月 火 水 木 金 土

8月の休館日 休館日

●夏休みの作品の参考になる本を展示中。
　いろんなものにチャレンジしてね！ 
●夏休みの読書感想文課題図書が貸出中のときは、カウンターで予約して
　ください。 
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年金コーナー年金コーナー
ちょっと増やせる『付加年金』をご存じですか？

国民年金基金のご紹介

【問い合わせ】　長崎県国民年金基金　☎0120（65）4192

○日時　8月19日（水）14：00～17：00
　場所　中対馬振興部

○日時　8月20日（木）  9：00～17：00
　場所　上対馬総合センター
★年金相談は予約制です。
★予約受付期限 8月14日（金）まで

《長崎北年金事務所の出張年金相談》

予約先 ☎095（861）1387

　第1号被保険者と任意加入被保険者（特例による任意加入被保険者を除く）の方は、申し込めば納めること
ができます。定額保険料（15,590円・平成27年度）に付加保険料（月額400円）をプラスして納付すると、
65歳から受け取る老齢基礎年金に付加年金を上乗せして受け取ることができます。
◆付加年金(年間受け取り額)の計算式　→　200円×付加保険料納付月数
＊国民年金基金に加入中の方、免除や納付猶予に申請・該当している方は、申し込みできません。
＊付加保険料の納付は、申し込んだ月分からで、納期限（翌月末）までに納めなければ自動的に納めること
　ができなくなっていました。平成26年4月からは、国民年金保険料と同様に納期限から2年間は、付加保険
　料を納めることができるようになりました。
＊付加保険料の手続きは、年金事務所または、市役所となっております。
◆お知らせ◆
　平成27年度（27年7月～）の免除申請の受付も開始しています（住民税の申告を必ずお済ませください）。
　詳しくは、年金事務所へお尋ねください。

　国民年金基金は税制の優遇を受けながら国民年金に上乗せ
して加入し、厚生年金並みの年金を受けられる積立方式の公
的な年金です。掛金は全額が社会保険料控除の対象となり、
受け取る年金も公的年金等控除の対象です。
加入対象者…①20歳～60歳未満の第1号被保険者
                    （免除者等を除く）　　

                 ②60歳～65歳未満で国民年金に任意加入の期間

【問い合わせ】　日本年金機構長崎北年金事務所　☎095（861）1582


