
第二級海上特殊無線技士講習を実施します

●と　　き　10月11日（金）～12日（土）
●と こ ろ　美津島文化会館
●受 講 料　50,000円（教科書代・申請料）
●操作できる無線設備
①船舶局または海岸局の無線設備で次に掲げる
ものの操作
イ、空中線電力10ワット以下の中短波船舶
局の設備

ロ、空中線電力50ワット以下の25MHz以上
（超短波）の設備

②船舶局または海岸局に設備されたレーダーの
操作（出力の制限なし）

●問い合わせ　対馬無線漁業協同組合
　　　　　　☎0920（55）0878

●変 更 日　7月1日（月）
●変更内容　正面玄関解錠
　　　　　　現行8：00 → 新解錠時間7：30
　　　　　　新患受付
　　　　　　現行8：30 → 新受付開始時間8：00
●変 更 後　

●問い合わせ　長崎県対馬病院
　　　　　　☎0920（54）7111

仲間を誘ってふるさと「対馬」へ行きませんか！

　長崎県では、特定有人国境離島地域社会維持
推進交付金を活用したお得な旅行商品の企画・
販売に取り組んでいます。市外にお住いのご家
族や友人、知人にぜひご紹介ください。

どちらもお得!!　　　　　　　　　　　　

し ま 旅

「ホテル・旅館等」＋「船・航空機」＋「体験プログラム」

わくわく乗船券・航空券
「体験クーポン」＋「往復乗船券・航空券」

●問い合わせ　（一社）長崎県観光連盟
　　　　　　しま旅滞在促進事業事務局
　　　　　　☎095（826）9407

じょうほうぼっくす

お知らせ

ハローワークと長崎県が再就職のお手伝い！！

●と　　き　8月1日（木）10：00～15：30

　　　　　　8月29日（木）10：00～15：30

●と こ ろ　上県行政サービスセンター

●問い合わせ（予約先）
　労働局　ハローワーク長崎西洋館センター
　　　　　☎095（808）0251
　長崎県　長崎県総合就業支援センター
　　　　　☎095（842）5424

ハローワーク in 上対馬 相談無料・要予約

相談会
人権イメージキャラクター

人KENまもる君・人KENあゆみちゃん

と こ ろ

8月18日（日）
10：00～15：00

と　　き

上対馬地区公民館

豊玉地区公民館

美津島地区公民館

子どもの人権・女性の悩みごと特設人権相談所
を開設します
　人権擁護委員は、皆さ
んの身近なところで、人
権を守るために活動して
います。
　家庭内のもめ事や隣近
所とのトラブルなど皆さ
んの悩みや心配ごとを相談してみませんか？
　秘密は厳守されますので、お子様や女性の悩
みに関することに限らず、どなたでもお気軽に
ご相談ください。

※長崎地方法務局対馬支局では、毎週水曜日9：00～16：00
まで人権擁護委員が皆さんのご相談に対応しています。

●問い合わせ　対馬人権擁護委員協議会
　　　　　　☎0920（52）6463

長崎しま旅

長崎県対馬病院の
正面玄関の解錠・受付時間が変わりました

7：30

7：00

施錠時間

19：00

20：00

解錠時間

正面玄関

時間外入口

8：00

8：00

受付開始時間

新患受付

再来受付

要申込

相談無料
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第11回 おっどん祭り

●と　　き　8月17日（土）12：00～20：30
●と こ ろ　上対馬町比田勝港埋立地
●内 　 容
●開会宣言
●職域綱引き
●参加型イベント
 （ステージ企画・海
   上イベント等…）
●ビンゴ大会
●もちまき
●夜店（子どもが
  楽しめる出店）
●その他市民が楽
  しめるイベント
  の実施

●問い合わせ　対馬市商工会青年部 上対馬支部
　　　　　　☎0920（86）2323対馬厳原港まつり

●と　　き　8月3日（土）～4日（日）
●と こ ろ　厳原港東浜埠頭3号・4号岸壁
●内 　 容

前夜祭　12：10～21：10
●子どもみこし　●科学実験サイエンスショー
●厳原南保育園　●親愛こども園　●フラハー

ラウ オ プアラニ アロハ　●特技王選手権～

Anything goes～　● ANERGY　●陸上自衛隊 

元寇太鼓　●桜雪Ma-u　●ずんだれ　●お楽
しみ「ビンゴ」抽選会　●いづはら夢スタン
プ会抽選会　●もちまき など

本　祭　9：30～21：30
●舟グロー大会　●子どもイベント　●朝鮮通
信使行列　●チョンシンへ舞踊団　●厳原中学校
ブラスバンド部　●藤与会　● Pearl Dance 
Studio　●花＊花スペシャルライブ　●納涼
大花火大会 など

●問い合わせ
　厳原港まつり振興会
 （対馬市商工会本所内）
　☎0920（52）0452

いさり火山笠まつり

●と　　き　7月27日（土）13：00～21：10
●と こ ろ　美津島文化会館駐車場
●内 　 容
●いさり火山笠行列
●ちびっこ水まつり
●フラダンス
●ダンススクール
  ダンスショー
●太鼓演舞
●大ビンゴ大会 など

●問い合わせ
　対馬市商工会青年部
　美津島支部
　☎0920（54）2268

イベント

●と　　き　9月22日（日）14：00～
●と こ ろ　対馬市内（詳しくは参加決定者に通知）

●対　　象　20～40代の独身男女
●定　　員　各20人（最少催行人数各10人）
　※応募多数の場合、抽選になることがあります。

●内　　容　レザークラフト、バーベキュー
●参 加 費　男性5,000円　女性3,000円
●申込方法　「幸せの島縁結び対馬」
　　　　　　で検索
●申込期限　8月30日（金）17：00
●問い合わせ
　対馬市社会福祉協議会（担当：竹岡・西村）
　☎0920（58）1437

要申込
縁結びイベント
「レザークラフトを楽しみましょう！」

●と　　き　8月19日（月）13：00～16：00
●と こ ろ　長崎地方裁判所厳原支部
●内　　容　模擬裁判・質問コーナー・法廷内で

の記念撮影等
●対　　象　小学4年生～6年生（保護者同伴可）
●定　　員　20人程度
●申込方法　電話または窓口までお越しください。
●申込期限　8月1日（木）～8月14日（水）
●問い合わせ（申込先）
　長崎地方裁判所厳原支部
　☎0920（52）0067

夏休み子供模擬裁判

（上対馬高校2年 江上 朱理さん作）

参加無料・要申込
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東京2020オリンピック聖火ランナー

　令和2年5月8日（金）から9日（土）に長崎県内
を走行する東京2020オリンピック聖火リレー
の聖火ランナーを募集します。

●対　　象　平成20年4月1日以前に生まれ、長
崎県に下記のようなゆかりがある方
● 現在居住している、または過去に
居住していた方

● 現在県内の職場や学校に通勤・通
学している方　など

●応 募 先　長崎県ホームページまたは所定の応
募用紙を郵送してください。

※詳しくは長崎県のホームページをご覧ください。

●応募期限　8月31日（土）

●問い合わせ　聖火リレー長崎県実行委員会
　　　　　　（長崎県スポーツ振興課内）
　　　　　　☎095（895）2781

自衛官候補生（男子・女子）

●第１次試験日　申込者に通知 ※夏期試験は9月20日（金）

●試験会場　美津島文化会館 ※夏期試験のみ

●申込期間　通年 ※夏期試験は9月6日（金）まで

●受験資格　令和2年4月1日現在で18歳以上33
歳未満の方

一般曹候補生

●第１次試験日　9月21日（土）
●試験会場　美津島文化会館
●申込期限　9月6日（金）
●受験資格　令和2年4月1日現在で18歳以上33

歳未満の方

航空学生

●第１次試験日　9月16日（月）
●試験会場　自衛隊長崎地本対馬駐在員事務所
●申込期限　9月6日（金）
●受験資格　令和2年4月1日現在、18歳以上で航

空は21歳未満、海上は23歳未満の
高卒（見込み）の方

●問い合わせ　自衛隊長崎地方協力本部
　　　　　　対馬駐在員事務所
　　　　　　☎0920（52）0908

採用試験

自衛官

一般事務（高校卒業程度）

●試 験 日　9月22日（日）
●申込期間　7月16日（火）～8月20日（火）
●採用予定人数　1人
●受験資格　昭和59年4月2日から平成14年4月

1日までに生まれた方で高等学校卒
業以上の学歴を有する方または令
和2年3月までに卒業見込みの方

理学療法士または作業療法士

●試 験 日　申込者に通知
●申込期限　10月31日（木）
●採用予定人数　1人
●受験資格　令和2年4月1日現在、40歳以下の

方で、理学療法士または作業療法士
の資格を有する方もしくは令和2年
3月までに免許取得見込みの方

●問い合わせ　長崎県上対馬病院
　　　　　　☎0920（86）4321

長崎県上対馬病院職員（令和2年4月採用）

長崎県警察官Ⅰ類（男性・女性）

●第１次試験日　9月22日（日）
●受験資格　平成元年4月2日以降に生まれた方

で、4年制大学を卒業した方また
は令和2年3月31日までに卒業見
込みの方

長崎県警察官Ⅲ類（男性・女性）

●第１次試験日　10月20日（日）
●受験資格　平成元年4月2日から平成14年4月

1日までに生まれた方。ただし、4
年制大学を卒業した方（令和2年3
月31日までに卒業見込みの方を含
む）を除く。

長崎県職員（警察事務：高校卒業程度）

●第１次試験日　9月29日（日）
●受験資格　平成10年4月2日から平成14年4月

1日までに生まれた方。ただし、4
年制大学を卒業した方（令和２年3
月31日までに卒業見込みの方を含
む）を除く。

※申込期間は、いずれも8月5日から8月16日までで
す。募集人数、試験会場については、長崎県人事委
員会または長崎県警ホームページをご覧ください。

●問い合わせ
　対馬南警察署　☎0920（52）0110
　対馬北警察署　☎0920（84）2110
　長崎県警察本部警務課採用係　☎095（820）1504

長崎県警察官・警察事務職員募集

募用紙を郵送してください。

長崎県走行聖火ランナー
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