
み ん な の 広 場

　99歳を迎えられた吉村さんに市から褒状と
お祝い金を贈呈し、長寿をお祝いしました。
　これからもお元気でお過ごしください。

吉村 タツヨさん（美津島町）大正9年7月15日生まれ

祝 白寿　
おめでとうございます　6月29・30日、諫早市で行われた、第39回全日

本バレーボール小学生大会長崎県大会女子の部で、
県内各地から精鋭揃いの49チームのトーナメント
戦の結果、厳原ジュニアバレーボールクラブが見
事3位と大健闘しました。選手達は、8月22日か
ら鹿児島県で行われる第34回全九州小学生バレー
ボール男女優勝大会IN鹿児島に出場します。

九州大会出場おめでとう!!

各町からアスリートが集結
　7月14日、峰総合運動公園陸上競技場で島民体
育大会が行われました。島内各地区から代表選手
が、それぞれの競技に参加し、県大会出場を目指
しました。
　大会新記録およびタイ記録は以下のとおりです。

黒岩 蘭太朗（美津島）
佐名 浩（上対馬）
美津島（小島・縫田・原・勝見）　
以南 祐希（峰）
厳原（松本・田中・久和・井手）　

小 1000m 
Ｅ 3000m 
小 400mR
高 1500m
高 400mR

男 子

女 子

（敬称略）大会新記録

國分和幸（豊玉）　

3分06秒9
10分36秒2

54秒3
5分03秒7
54秒0

12秒1D 100m男 子
※小は「小学生」、高は「高校生」、Dは「一般45～49歳」、

　Eは「一般50～59歳」

（敬称略）大会タイ記録
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市役所インフォメーション

使用済小型充電式電池を回収していますお知らせ

　小型充電式電池には、ニッケルやカドミウムなど希少な資源が使用されていま
す。この資源は、再利用されステンレスや新しいニカド電池などの材料として活
用されていますので、使用済小型充電式電池は捨てずに、希少資源の有効利用の
ため、リサイクルにご協力ください。回収ボックスは、市役所厳原庁舎1階環境
政策課、各振興部および行政サービスセンターに設置しています。

※鉛蓄電池・乾電池・リチウム一次電池・コイン電池・大型の鉛バッテリー・アルカリ蓄電池は回収しません。

問い合わせ　環境政策課　☎0920（53）6111

回収対象電池
回収BOX

リサイクルマークが目印です。

自然災害で家屋等に流入した土砂等撤去費用の一部を補助しています
「対馬市崩落土砂等撤去事業補助金」

お知らせ

補 助 額　上限10万円（対象経費の2分の1）

補助対象　次のア、イのいずれかの土砂災害で被災した住宅・敷地の所有者（または居住者）で、自己負

担で土砂等を撤去する方

　　　　　ア、土砂災害防止法第７条に定める土砂災害警戒区域の指定を受けた区域内で発生したもの

　　　　　イ、傾斜度が概ね30度以上で、高さが5ｍ以上の斜面の崩壊により発生したもの

対象経費　建設業者等への委託費や車両･重機等の借上料など土砂等の撤去に要する経費

注意事項　次に該当する場合は、対象外です。

　　　　　○法人や崩落斜面の所有者等からの申請

　　　　　○故意または人為的なもの

　　　　　　（宅地造成工事中の法面崩壊など）

　　　　　○対象経費が5万円未満の場合

　　　　　○建築物の解体費、土砂や家具・家電の処分費等

　　　　　○補助金交付決定前に着工した場合

問い合わせ　地域安全防災室　☎0920（53）6111

　 　補助金交付までの流れ｠　
①交付申請書の提出〔申請者→市〕
②交付決定書の通知〔市→申請者〕
③土砂撤去の実施〔申請者〕
④実績報告の提出〔申請者→市〕
⑤補助金額の確定〔市→申請者〕
⑥請 求 書 の 提 出〔申請者→市〕
⑦補助金の振り込み〔市→申請者〕
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年に1度は「特定健診・がん検診」を受けましょう!!（集団型健診のご案内）お知らせ

タクトくん

※契約により社保の方も受診できます。自己負担はそれぞれ異なります。受診券を持参ください。

※今年度、すでに個別型健診を受けられた方は、集団型健診は受けられません。

※胃カメラでの胃がん検診を希望される方は、特定健診等も含め、個別型健診（病院での健診）をお申し込みください。

7：30～  8：00

10：00～11：00

7：30～  8：00

10：00～11：00

7：30～  8：00

10：00～11：00

金田小学校体育館

久田ありあけ会館

阿連体育館
（旧阿連小学校体育館）

対馬市総合福祉保健センター

上対馬総合センター

上県町地域福祉センター

受付時間 実 施 場 所

10月20日
（日）

10月21日
（月）

10月23日
（水）

10月24日
（木）

 7：30～  8：00

10：00～11：00

7：30～  8：00

10：00～11：00

 7：30～  8：00

10：00～11：00

 7：30～  8：00

10：00～11：00

上県町ふれあいプラザ

峰地区公民館

琴住民センター

中対馬開発センター

仁田中学校体育館

豊玉町保健センター

豆酘小学校体育館

久根保健福祉館

受付時間 実 施 場 所

10月26日
（土）

10月25日
（金）

10月27日
（日）

日　程 日　程

若者健診

特定健診

後期高齢者健診

胃がん検診（胃透視）

肺がん（結核）検診

大腸がん検診（便潜血）

  腹部超音波（エコー）検査

30～39歳の国保の方

40～74歳の国保の方

後期高齢者医療の方

40歳以上の方

（事業所健診で無い場合のみ）

国保特定健診を受診した方

対象者（年度末年齢）健診（検診）項目

健康診査

がん検診

  500円
 

 無　　料

   500円【⇦30年度：1,000円】

200円【⇦30年度：300円】

300円【⇦30年度：500円】

  無　　料

料　　　金

問い合わせ　いきいき健康課　　☎0920（52）4888　【厳原・美津島（根緒～大山）】
（予約先）　中地区保健センター　☎0920（58）1116　【美津島（小船越～濃部）・豊玉・峰・上県（鹿見・久原・女連）】
　　　　　北地区保健センター　☎0920（84）2313　【上県（鹿見・久原・女連を除く）・上対馬】

がん検診が、お得に1,000円で受けられるようになりました。（昨年まで合計1,800円➡ 1,000円に!!）

集団型健診は、必ず予約が必要です。
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令和2年成人式を開催します

と　　き　令和2年1月3日（金）
13:00～14:30

と こ ろ　シャインドームみね
対　　象　平成11年4月2日から平成12年4月1

日までに生まれた方
案内通知　10月上旬に①②の方へ送付予定です。

①令和元年8月1日時点で対馬市に住民
票のある方
②市内小・中学校を卒業された方で、
対馬市に本籍のある方

そ の 他　①②以外の方でも対象者であれば参加
できますので、お気軽にお問い合わせく
ださい。

問い合わせ　生涯学習課　☎0920（88）2004

令和元年8月1日付　

対馬市人事異動

氏　　名 新　配　置

陶山 荘太郞 総務部 総務課
地域安全防災室 副参事（新規採用）

新人
介紹

飛行機に半額で乗れる搭乗体験キャンペーンを実施します!!募集

イベント

　飛行機の利用促進を図るため、対馬⇄長崎線、対馬⇄福岡線を対象に運賃の半額を助成するキャンペー
ンを実施します。

問い合わせ　長崎県空港活性化推進協議会対馬支部（政策企画課内）　☎0920（53）6111
（応募先）　〒817-8510　対馬市厳原町国分1441

 長崎を楽しもう!初めての搭乗キャンペーン

対象期間　9月1日（日）～12月31日（火）
募集人数　ペアまたは家族単位で先着5組
応募要件　○期間中に対象航空便を利用し、アン
　　　　　　ケートに協力いただける方
　　　　　○初めて搭乗される方が1人以上い
　　　　　　ることが必要です。
応募期限　12月20日（金）必着

 Ｖ・ファーレン長崎応援キャンペーン

対象期間　8月30日（金）～11月17日（日）
補助対象　小中学生および引率者1人分
募集人数　1組3人以上先着15人程度
応募要件　期間中に対象航空便を利用し、アン
　　　　　ケートに協力いただける方
応募期限　11月8日（金）必着

飛行機に半
額で

乗れるよ!

陶山 荘太郞
す や ま　　そうたろう

総務部　　　（任期付き）
総務課　地域安全防災室

新
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お知らせ

対馬で働く「若いチカラ」を応援します！
「奨学金返還補助金」がスタートしました

補 助 額　奨学金借入総額の2分の1以内
　　　　　【年度上限】
　　　　　○大学・短期大学等　　　　24万円
　　　　　○高校＋大学・短期大学等　24万円
　　　　　○高校のみ　　　　　　　8万2千円
補助期間　5年間
補助対象　奨学金を返還中の30歳未満で対馬市

に就業し、今後も定住する方
対象経費　平成31年4月1日以降の返還分
そ の 他　○初回申請時で30歳未満であれば、

　30歳を超えても補助期間5年間を
　適用します。

　　　　　○公務員の方、事業所間転勤の方、市
　税等の滞納がある方は交付対象外です。

　　　　　○申請方法など詳しくは、お問い合わ
　せください。

問い合わせ　しまぐらし応援室（しまの力創生課内）
　　　　　☎0920（53）6111

｠

認知症支え愛川柳コンクール
｠
　対馬市では、認知症になっても暮らしやすい街
づくりを推進しており、今年も認知症支え愛川柳
を募集します。
テ ー マ　季語等にこだわることなく「認知症」に

関する日常の風景やエピソードを五・
七・五の形で表現（お一人3句以内）

　昨年の入賞作品
　「助け愛　声をかけ愛　支え愛」
　「そだねーの　会話になごむ　認知症」
　「孫を見て　我の名を呼ぶ　母愛し」

入選特典　入賞者には記念品を差し上げます。
応募方法　任意の様式に、川柳・お名前・連絡先

を記入して、市役所各窓口に持参また
は地域包括ケア推進課まで郵送してく
ださい。

応募期間　8月1日（木）
　　　　　～10月31日（木）必着
問い合わせ　地域包括ケア推進課
（郵送先）　☎0920（53）6111
　　　　　〒817-8510厳原町国分1441

対馬市子ども議会を開催します

と　　き　8月25日（日）13:00～17:00
と こ ろ　対馬市議会議場（市役所豊玉庁舎3階）
そ の 他　議場の傍聴席には限りがありますので、

豊玉庁舎3階大会議室に大型モニター
を設置し、子ども議会を生中継します。

CATVの放送予定
　9月2日（月）から13日（金）の「つしまる
通信」内で放送します。
　詳細な放送日程は、8月26日以降にCATV文
字放送でお知らせします。

問い合わせ　総務課　☎0920（53）6111

事業者の皆さんへ
キャッシュレスポイント制度説明会を開催します

と　　き　8月26日（月）①15:00～
　　　　　　　　　　　　②19:00～
　　　　　※①②ともに内容は同じです。
と こ ろ　対馬市交流センター3階第3会議室
内　　容　本年10月1日以降、消費者がキャッシュ

レス支払いをした場合に、ポイント還
元等を実施する「キャッシュレス・消
費者還元事業」について、事業者の皆
さんが、これから何をすればよいのか
など「ポイント還元事務局」が説明し
ます。

問い合わせ　観光商工課　☎0920（53）6111

旧軍人･軍属およびご遺族の皆さんへ
戦没者等援護業務巡回相談会を開催します

と　　き　9月27日（金）9:00～12:00
と こ ろ　対馬市交流センター3階　第1会議室

軍人恩給・戦傷病者・戦没者遺族等援護関係

普通恩給　一時恩給　一時金　
傷病恩給　傷病賜金　公務扶助料　
障害年金　遺族年金・遺族給与金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の妻に対する特別給付金
戦傷病者等の妻に対する特別給付金｠

問い合わせ　福祉課　☎0920（58）2294
　　　　　　長崎県原爆被爆者援護課
　　　　　　　　　　☎095（895）2427

対馬の歴史講座を開催します　　

と　　き　毎週木曜日19:30～21:00（全5回）
と こ ろ　対馬市交流センター3階大会議室
申込方法　文化交流・自然共生課までお問い合わ

せください。
そ の 他　○当日、会場での申し込みも可能です。
　　　　　○個別の受講も可能です。

問い合わせ　文化交流・自然共生課
（申込先）　☎0920（53）6111｠

島っこ留学生の里親になってみませんか?

職務内容　島っこ留学生（市外から単身移住する
小学4年生から中学3年生）の受け入れ

受入場所　里親の自宅（下宿）
受入期間　令和2年4月1日から1年間（更新可

能）
委 託 料　留学生1人に対し7万円（月額）
応募資格　留学生招致予定の小学校区内（豆酘

小・金田小・西小・仁田小・佐須奈
小）に在住し、健康で留学制度にご理
解がある方

選考方法　自宅訪問による面接（日時は別途通知）
応募方法　電話・ファックス・メールのいずれか

で住所・氏名・年齢・電話番号をお知
らせください。

応募期限　9月30日（月）
問い合わせ　対馬市島っこ留学推進協議会　　　
（応募先）　事務局（教育総務課内）
　　　　　☎0920（88）2000
　　　　　Fax0920（88）2005
　　　　　Mail：t_kyouiku@city-tsushima.jp

指定管理者を募集します
｠
　指定管理者となって施設の管理運営をしていた
だける法人・その他の団体を募集しています。施
設の概要や申込方法など、詳しくは、お問い合わ
せください。
施設名称・所在地
①体験であい塾匠 （厳原町下原82-12）
②対馬ふるさと伝承館 （美津島町雞知乙461-6）
③対馬市仁田ダム運動公園 （上県町飼所435-1他）
指定期間　令和2年4月1日
　　　　　～令和7年3月31日（5年間）
応募期限　9月30日（月）17:30
問い合わせ　①②農林・しいたけ課
　　　　　☎0920（53）6111
　　　　　③上県行政サービスセンター
　　　　　☎0920（84）2311

内　　容

オープニングセレモニー

雞知中学校
豊玉中学校

佐須奈中学校

西部中学校

大船越中学校

厳原中学校

仁田中学校

久田中学校

豆酘中学校

比田勝中学校

東部中学校

浅海中学校

佐須中学校

時　　間

13:00～13:15

13:15～13:30

13:30～13:45

13:45～14:00

14:00～14:15

14:25～14:40

14:40～14:55

14:55～15:10

15:10～15:25

15:35～15:50

15:50～16:05

16:05～16:20

16:20～16:35

16:35～16:50｠

一　

般　

質　

問

受講無料

対馬市総合計画審議会公募委員

募集人員　２人
職　　務　総合計画の進捗状況の検証および実績

の評価等
任　　期　選任の日から令和3年7月31日
会　　議　年２回程度（報酬・交通費支給）
応募資格　①市内に住所を有し居住する20歳以

　上の方
　　　　　②平日昼間に開催する会議に出席でき

　る方
　　　　　③他の公募委員に2つ以上選任されて

　いない方
　　　　　④本審議会公募委員を退任後5年経過

　していない方
応募方法　政策企画課及び各振興部に設置してい

る申込書に必要事項を記入のうえ、郵
送・ファックス・メール・持参のいず
れかで応募してください。

応募期限　9月13日（金）必着
問い合わせ　政策企画課　☎0920（53）6111
（応募先）　〒817-8510厳原町国分1441
　　　　　Fax0920（53）6112
　　　　　Mail：seisaku@city-tsushima.jp

対馬市有線テレビ放送番組審議会公募委員
｠
募集人員　１人
職　　務　対馬市CATVの放送番組に対する審議

等
任　　期　選任の日から令和3年8月31日
会　　議　年2回程度（報酬・交通費支給）
応募資格　①市内に住所を有し居住する20歳以

　上の方
｠  ｠ 　　　②平日昼間に開催する会議に出席でき

　る方
③他の公募委員に2つ以上選任されて
　いない方
④本審議会公募委員を退任後5年経過
　していない方

応募方法　総務課に設置および対馬市ホームペー
ジに掲載している申込書を郵送・
ファックス・メール・持参のいずれか
で応募してください。

応募期限　9月2日（月）必着
問い合わせ　総務課　☎0920（53）6111
（応募先）　〒817-8510 厳原町国分1441
　　　　　Fax 0920（53）6112　　　
　　　　　Mail：tsushima@city-tsushima.jp

広報つしま12

講座内容／講師 （敬称略）
対馬と下関

平安貴族の日記からみた刀伊の入寇と対馬

対馬沖海戦とその後の交流

重要文化財・対馬宗家文書の修理

天空の要塞‒姫神砲台‒

幕末対馬藩における情報流通

町田 一仁
（対馬市文化交流・自然共生課主幹）

立花 大輔
（対馬市博物館建設推進課主事）

古場 公則
（対馬沖海戦先人の美挙継承委員会事務局長）

古川 祐貴　
（対馬歴史民俗資料館学芸員）

小松 津代志
（宮本常一の足跡をめぐる会代表）

守友 隆
（北九州市立自然史・歴史博物館学芸員）

9月26日

10月 3 日

10月10日

10月17日

10月24日

10月31日



募　　集

対馬で働く「若いチカラ」を応援します！
「奨学金返還補助金」がスタートしました

補 助 額　奨学金借入総額の2分の1以内
　　　　　【年度上限】
　　　　　○大学・短期大学等　　　　24万円
　　　　　○高校＋大学・短期大学等　24万円
　　　　　○高校のみ　　　　　　　8万2千円
補助期間　5年間
補助対象　奨学金を返還中の30歳未満で対馬市

に就業し、今後も定住する方
対象経費　平成31年4月1日以降の返還分
そ の 他　○初回申請時で30歳未満であれば、

　30歳を超えても補助期間5年間を
　適用します。

　　　　　○公務員の方、事業所間転勤の方、市
　税等の滞納がある方は交付対象外です。

　　　　　○申請方法など詳しくは、お問い合わ
　せください。

問い合わせ　しまぐらし応援室（しまの力創生課内）
　　　　　☎0920（53）6111

｠

認知症支え愛川柳コンクール
｠
　対馬市では、認知症になっても暮らしやすい街
づくりを推進しており、今年も認知症支え愛川柳
を募集します。
テ ー マ　季語等にこだわることなく「認知症」に

関する日常の風景やエピソードを五・
七・五の形で表現（お一人3句以内）

　昨年の入賞作品
　「助け愛　声をかけ愛　支え愛」
　「そだねーの　会話になごむ　認知症」
　「孫を見て　我の名を呼ぶ　母愛し」

入選特典　入賞者には記念品を差し上げます。
応募方法　任意の様式に、川柳・お名前・連絡先

を記入して、市役所各窓口に持参また
は地域包括ケア推進課まで郵送してく
ださい。

応募期間　8月1日（木）
　　　　　～10月31日（木）必着
問い合わせ　地域包括ケア推進課
（郵送先）　☎0920（53）6111
　　　　　〒817-8510厳原町国分1441

対馬市子ども議会を開催します

と　　き　8月25日（日）13:00～17:00
と こ ろ　対馬市議会議場（市役所豊玉庁舎3階）
そ の 他　議場の傍聴席には限りがありますので、

豊玉庁舎3階大会議室に大型モニター
を設置し、子ども議会を生中継します。

CATVの放送予定
　9月2日（月）から13日（金）の「つしまる
通信」内で放送します。
　詳細な放送日程は、8月26日以降にCATV文
字放送でお知らせします。

問い合わせ　総務課　☎0920（53）6111

事業者の皆さんへ
キャッシュレスポイント制度説明会を開催します

と　　き　8月26日（月）①15:00～
　　　　　　　　　　　　②19:00～
　　　　　※①②ともに内容は同じです。
と こ ろ　対馬市交流センター3階第3会議室
内　　容　本年10月1日以降、消費者がキャッシュ

レス支払いをした場合に、ポイント還
元等を実施する「キャッシュレス・消
費者還元事業」について、事業者の皆
さんが、これから何をすればよいのか
など「ポイント還元事務局」が説明し
ます。

問い合わせ　観光商工課　☎0920（53）6111

旧軍人･軍属およびご遺族の皆さんへ
戦没者等援護業務巡回相談会を開催します

と　　き　9月27日（金）9:00～12:00
と こ ろ　対馬市交流センター3階　第1会議室

軍人恩給・戦傷病者・戦没者遺族等援護関係

普通恩給　一時恩給　一時金　
傷病恩給　傷病賜金　公務扶助料　
障害年金　遺族年金・遺族給与金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の妻に対する特別給付金
戦傷病者等の妻に対する特別給付金｠

問い合わせ　福祉課　☎0920（58）2294
　　　　　　長崎県原爆被爆者援護課
　　　　　　　　　　☎095（895）2427

対馬の歴史講座を開催します　　

と　　き　毎週木曜日19:30～21:00（全5回）
と こ ろ　対馬市交流センター3階大会議室
申込方法　文化交流・自然共生課までお問い合わ

せください。
そ の 他　○当日、会場での申し込みも可能です。
　　　　　○個別の受講も可能です。

問い合わせ　文化交流・自然共生課
（申込先）　☎0920（53）6111｠

島っこ留学生の里親になってみませんか?

職務内容　島っこ留学生（市外から単身移住する
小学4年生から中学3年生）の受け入れ

受入場所　里親の自宅（下宿）
受入期間　令和2年4月1日から1年間（更新可

能）
委 託 料　留学生1人に対し7万円（月額）
応募資格　留学生招致予定の小学校区内（豆酘

小・金田小・西小・仁田小・佐須奈
小）に在住し、健康で留学制度にご理
解がある方

選考方法　自宅訪問による面接（日時は別途通知）
応募方法　電話・ファックス・メールのいずれか

で住所・氏名・年齢・電話番号をお知
らせください。

応募期限　9月30日（月）
問い合わせ　対馬市島っこ留学推進協議会　　　
（応募先）　事務局（教育総務課内）
　　　　　☎0920（88）2000
　　　　　Fax0920（88）2005
　　　　　Mail：t_kyouiku@city-tsushima.jp

指定管理者を募集します
｠
　指定管理者となって施設の管理運営をしていた
だける法人・その他の団体を募集しています。施
設の概要や申込方法など、詳しくは、お問い合わ
せください。
施設名称・所在地
①体験であい塾匠 （厳原町下原82-12）
②対馬ふるさと伝承館 （美津島町雞知乙461-6）
③対馬市仁田ダム運動公園 （上県町飼所435-1他）
指定期間　令和2年4月1日
　　　　　～令和7年3月31日（5年間）
応募期限　9月30日（月）17:30
問い合わせ　①②農林・しいたけ課
　　　　　☎0920（53）6111
　　　　　③上県行政サービスセンター
　　　　　☎0920（84）2311

島っ子留学
ホームページ

ささえあい

対馬市総合計画審議会公募委員

募集人員　２人
職　　務　総合計画の進捗状況の検証および実績

の評価等
任　　期　選任の日から令和3年7月31日
会　　議　年２回程度（報酬・交通費支給）
応募資格　①市内に住所を有し居住する20歳以

　上の方
　　　　　②平日昼間に開催する会議に出席でき

　る方
　　　　　③他の公募委員に2つ以上選任されて

　いない方
　　　　　④本審議会公募委員を退任後5年経過

　していない方
応募方法　政策企画課及び各振興部に設置してい

る申込書に必要事項を記入のうえ、郵
送・ファックス・メール・持参のいず
れかで応募してください。

応募期限　9月13日（金）必着
問い合わせ　政策企画課　☎0920（53）6111
（応募先）　〒817-8510厳原町国分1441
　　　　　Fax0920（53）6112
　　　　　Mail：seisaku@city-tsushima.jp

対馬市有線テレビ放送番組審議会公募委員
｠
募集人員　１人
職　　務　対馬市CATVの放送番組に対する審議

等
任　　期　選任の日から令和3年8月31日
会　　議　年2回程度（報酬・交通費支給）
応募資格　①市内に住所を有し居住する20歳以

　上の方
｠  ｠ 　　　②平日昼間に開催する会議に出席でき

　る方
③他の公募委員に2つ以上選任されて
　いない方
④本審議会公募委員を退任後5年経過
　していない方

応募方法　総務課に設置および対馬市ホームペー
ジに掲載している申込書を郵送・
ファックス・メール・持参のいずれか
で応募してください。

応募期限　9月2日（月）必着
問い合わせ　総務課　☎0920（53）6111
（応募先）　〒817-8510 厳原町国分1441
　　　　　Fax 0920（53）6112　　　
　　　　　Mail：tsushima@city-tsushima.jp
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対馬で働く「若いチカラ」を応援します！
「奨学金返還補助金」がスタートしました

補 助 額　奨学金借入総額の2分の1以内
　　　　　【年度上限】
　　　　　○大学・短期大学等　　　　24万円
　　　　　○高校＋大学・短期大学等　24万円
　　　　　○高校のみ　　　　　　　8万2千円
補助期間　5年間
補助対象　奨学金を返還中の30歳未満で対馬市

に就業し、今後も定住する方
対象経費　平成31年4月1日以降の返還分
そ の 他　○初回申請時で30歳未満であれば、

　30歳を超えても補助期間5年間を
　適用します。

　　　　　○公務員の方、事業所間転勤の方、市
　税等の滞納がある方は交付対象外です。

　　　　　○申請方法など詳しくは、お問い合わ
　せください。

問い合わせ　しまぐらし応援室（しまの力創生課内）
　　　　　☎0920（53）6111

｠

認知症支え愛川柳コンクール
｠
　対馬市では、認知症になっても暮らしやすい街
づくりを推進しており、今年も認知症支え愛川柳
を募集します。
テ ー マ　季語等にこだわることなく「認知症」に

関する日常の風景やエピソードを五・
七・五の形で表現（お一人3句以内）

　昨年の入賞作品
　「助け愛　声をかけ愛　支え愛」
　「そだねーの　会話になごむ　認知症」
　「孫を見て　我の名を呼ぶ　母愛し」

入選特典　入賞者には記念品を差し上げます。
応募方法　任意の様式に、川柳・お名前・連絡先

を記入して、市役所各窓口に持参また
は地域包括ケア推進課まで郵送してく
ださい。

応募期間　8月1日（木）
　　　　　～10月31日（木）必着
問い合わせ　地域包括ケア推進課
（郵送先）　☎0920（53）6111
　　　　　〒817-8510厳原町国分1441

対馬市子ども議会を開催します

と　　き　8月25日（日）13:00～17:00
と こ ろ　対馬市議会議場（市役所豊玉庁舎3階）
そ の 他　議場の傍聴席には限りがありますので、

豊玉庁舎3階大会議室に大型モニター
を設置し、子ども議会を生中継します。

CATVの放送予定
　9月2日（月）から13日（金）の「つしまる
通信」内で放送します。
　詳細な放送日程は、8月26日以降にCATV文
字放送でお知らせします。

問い合わせ　総務課　☎0920（53）6111

事業者の皆さんへ
キャッシュレスポイント制度説明会を開催します

と　　き　8月26日（月）①15:00～
　　　　　　　　　　　　②19:00～
　　　　　※①②ともに内容は同じです。
と こ ろ　対馬市交流センター3階第3会議室
内　　容　本年10月1日以降、消費者がキャッシュ

レス支払いをした場合に、ポイント還
元等を実施する「キャッシュレス・消
費者還元事業」について、事業者の皆
さんが、これから何をすればよいのか
など「ポイント還元事務局」が説明し
ます。

問い合わせ　観光商工課　☎0920（53）6111

旧軍人･軍属およびご遺族の皆さんへ
戦没者等援護業務巡回相談会を開催します

と　　き　9月27日（金）9:00～12:00
と こ ろ　対馬市交流センター3階　第1会議室

軍人恩給・戦傷病者・戦没者遺族等援護関係

普通恩給　一時恩給　一時金　
傷病恩給　傷病賜金　公務扶助料　
障害年金　遺族年金・遺族給与金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の妻に対する特別給付金
戦傷病者等の妻に対する特別給付金｠

問い合わせ　福祉課　☎0920（58）2294
　　　　　　長崎県原爆被爆者援護課
　　　　　　　　　　☎095（895）2427

対馬の歴史講座を開催します　　

と　　き　毎週木曜日19:30～21:00（全5回）
と こ ろ　対馬市交流センター3階大会議室
申込方法　文化交流・自然共生課までお問い合わ

せください。
そ の 他　○当日、会場での申し込みも可能です。
　　　　　○個別の受講も可能です。

問い合わせ　文化交流・自然共生課
（申込先）　☎0920（53）6111｠

島っこ留学生の里親になってみませんか?

職務内容　島っこ留学生（市外から単身移住する
小学4年生から中学3年生）の受け入れ

受入場所　里親の自宅（下宿）
受入期間　令和2年4月1日から1年間（更新可

能）
委 託 料　留学生1人に対し7万円（月額）
応募資格　留学生招致予定の小学校区内（豆酘

小・金田小・西小・仁田小・佐須奈
小）に在住し、健康で留学制度にご理
解がある方

選考方法　自宅訪問による面接（日時は別途通知）
応募方法　電話・ファックス・メールのいずれか

で住所・氏名・年齢・電話番号をお知
らせください。

応募期限　9月30日（月）
問い合わせ　対馬市島っこ留学推進協議会　　　
（応募先）　事務局（教育総務課内）
　　　　　☎0920（88）2000
　　　　　Fax0920（88）2005
　　　　　Mail：t_kyouiku@city-tsushima.jp

指定管理者を募集します
｠
　指定管理者となって施設の管理運営をしていた
だける法人・その他の団体を募集しています。施
設の概要や申込方法など、詳しくは、お問い合わ
せください。
施設名称・所在地
①体験であい塾匠 （厳原町下原82-12）
②対馬ふるさと伝承館 （美津島町雞知乙461-6）
③対馬市仁田ダム運動公園 （上県町飼所435-1他）
指定期間　令和2年4月1日
　　　　　～令和7年3月31日（5年間）
応募期限　9月30日（月）17:30
問い合わせ　①②農林・しいたけ課
　　　　　☎0920（53）6111
　　　　　③上県行政サービスセンター
　　　　　☎0920（84）2311

楽しい韓国語講座受講生 要申込受講無料

と　　き　9月3日～（毎週火曜日）全8回
　　　　 　※第8回は10月21日（月）実施

　　　　　朝の部…10：00～11：30

　　　　　夜の部…19：00～20：30

内　　容　挨拶・数字・時間などの生活会話

　基礎的な文法

対　　象　ハングルの読み書きが可能な方

　基礎力を固めたい方

と　　き　9月4日～（毎週水曜日）全8回

　　　　　朝の部…10：00～11：30

　　　　　夜の部…19：00～20：30

内　　容　気持ちを伝える表現（文法中心）

対　　象　初級コース〈基礎編〉を受講された方

　韓国語で「です・ます形（-아/어/해요）」

　　　　 　を理解している方

初級コース〈応用編〉初級コース〈基礎編〉

　ハングル（韓国語の文字）の読み書きが可能な方向けに初級コースを開講します。対馬市国際交流員が
韓国文化の紹介もしながら丁寧に韓国語を教えますので、一緒に楽しく勉強しましょう！

と こ ろ　対馬市交流センター　3階大会議室
定　　員　各コース・時間帯40人（先着順）
申込方法　文化交流・自然共生課までお電話ください。
問い合わせ　文化交流・自然共生課　☎0920（53）6111
（申込先）

イ・ヒョンジュ

【講師】
対馬市国際交流員

李 賢朱

対馬市総合計画審議会公募委員

募集人員　２人
職　　務　総合計画の進捗状況の検証および実績

の評価等
任　　期　選任の日から令和3年7月31日
会　　議　年２回程度（報酬・交通費支給）
応募資格　①市内に住所を有し居住する20歳以

　上の方
　　　　　②平日昼間に開催する会議に出席でき

　る方
　　　　　③他の公募委員に2つ以上選任されて

　いない方
　　　　　④本審議会公募委員を退任後5年経過

　していない方
応募方法　政策企画課及び各振興部に設置してい

る申込書に必要事項を記入のうえ、郵
送・ファックス・メール・持参のいず
れかで応募してください。

応募期限　9月13日（金）必着
問い合わせ　政策企画課　☎0920（53）6111
（応募先）　〒817-8510厳原町国分1441
　　　　　Fax0920（53）6112
　　　　　Mail：seisaku@city-tsushima.jp

対馬市有線テレビ放送番組審議会公募委員
｠
募集人員　１人
職　　務　対馬市CATVの放送番組に対する審議

等
任　　期　選任の日から令和3年8月31日
会　　議　年2回程度（報酬・交通費支給）
応募資格　①市内に住所を有し居住する20歳以

　上の方
｠  ｠ 　　　②平日昼間に開催する会議に出席でき

　る方
③他の公募委員に2つ以上選任されて
　いない方
④本審議会公募委員を退任後5年経過
　していない方

応募方法　総務課に設置および対馬市ホームペー
ジに掲載している申込書を郵送・
ファックス・メール・持参のいずれか
で応募してください。

応募期限　9月2日（月）必着
問い合わせ　総務課　☎0920（53）6111
（応募先）　〒817-8510 厳原町国分1441
　　　　　Fax 0920（53）6112　　　
　　　　　Mail：tsushima@city-tsushima.jp
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対馬で働く「若いチカラ」を応援します！
「奨学金返還補助金」がスタートしました

補 助 額　奨学金借入総額の2分の1以内
　　　　　【年度上限】
　　　　　○大学・短期大学等　　　　24万円
　　　　　○高校＋大学・短期大学等　24万円
　　　　　○高校のみ　　　　　　　8万2千円
補助期間　5年間
補助対象　奨学金を返還中の30歳未満で対馬市

に就業し、今後も定住する方
対象経費　平成31年4月1日以降の返還分
そ の 他　○初回申請時で30歳未満であれば、

　30歳を超えても補助期間5年間を
　適用します。

　　　　　○公務員の方、事業所間転勤の方、市
　税等の滞納がある方は交付対象外です。

　　　　　○申請方法など詳しくは、お問い合わ
　せください。

問い合わせ　しまぐらし応援室（しまの力創生課内）
　　　　　☎0920（53）6111

｠

認知症支え愛川柳コンクール
｠
　対馬市では、認知症になっても暮らしやすい街
づくりを推進しており、今年も認知症支え愛川柳
を募集します。
テ ー マ　季語等にこだわることなく「認知症」に

関する日常の風景やエピソードを五・
七・五の形で表現（お一人3句以内）

　昨年の入賞作品
　「助け愛　声をかけ愛　支え愛」
　「そだねーの　会話になごむ　認知症」
　「孫を見て　我の名を呼ぶ　母愛し」

入選特典　入賞者には記念品を差し上げます。
応募方法　任意の様式に、川柳・お名前・連絡先

を記入して、市役所各窓口に持参また
は地域包括ケア推進課まで郵送してく
ださい。

応募期間　8月1日（木）
　　　　　～10月31日（木）必着
問い合わせ　地域包括ケア推進課
（郵送先）　☎0920（53）6111
　　　　　〒817-8510厳原町国分1441

対馬市子ども議会を開催します

と　　き　8月25日（日）13:00～17:00
と こ ろ　対馬市議会議場（市役所豊玉庁舎3階）
そ の 他　議場の傍聴席には限りがありますので、

豊玉庁舎3階大会議室に大型モニター
を設置し、子ども議会を生中継します。

CATVの放送予定
　9月2日（月）から13日（金）の「つしまる
通信」内で放送します。
　詳細な放送日程は、8月26日以降にCATV文
字放送でお知らせします。

問い合わせ　総務課　☎0920（53）6111

事業者の皆さんへ
キャッシュレスポイント制度説明会を開催します

と　　き　8月26日（月）①15:00～
　　　　　　　　　　　　②19:00～
　　　　　※①②ともに内容は同じです。
と こ ろ　対馬市交流センター3階第3会議室
内　　容　本年10月1日以降、消費者がキャッシュ

レス支払いをした場合に、ポイント還
元等を実施する「キャッシュレス・消
費者還元事業」について、事業者の皆
さんが、これから何をすればよいのか
など「ポイント還元事務局」が説明し
ます。

問い合わせ　観光商工課　☎0920（53）6111

旧軍人･軍属およびご遺族の皆さんへ
戦没者等援護業務巡回相談会を開催します

と　　き　9月27日（金）9:00～12:00
と こ ろ　対馬市交流センター3階　第1会議室

軍人恩給・戦傷病者・戦没者遺族等援護関係

普通恩給　一時恩給　一時金　
傷病恩給　傷病賜金　公務扶助料　
障害年金　遺族年金・遺族給与金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の妻に対する特別給付金
戦傷病者等の妻に対する特別給付金｠

問い合わせ　福祉課　☎0920（58）2294
　　　　　　長崎県原爆被爆者援護課
　　　　　　　　　　☎095（895）2427

対馬の歴史講座を開催します　　

と　　き　毎週木曜日19:30～21:00（全5回）
と こ ろ　対馬市交流センター3階大会議室
申込方法　文化交流・自然共生課までお問い合わ

せください。
そ の 他　○当日、会場での申し込みも可能です。
　　　　　○個別の受講も可能です。

問い合わせ　文化交流・自然共生課
（申込先）　☎0920（53）6111｠

島っこ留学生の里親になってみませんか?

職務内容　島っこ留学生（市外から単身移住する
小学4年生から中学3年生）の受け入れ

受入場所　里親の自宅（下宿）
受入期間　令和2年4月1日から1年間（更新可

能）
委 託 料　留学生1人に対し7万円（月額）
応募資格　留学生招致予定の小学校区内（豆酘

小・金田小・西小・仁田小・佐須奈
小）に在住し、健康で留学制度にご理
解がある方

選考方法　自宅訪問による面接（日時は別途通知）
応募方法　電話・ファックス・メールのいずれか

で住所・氏名・年齢・電話番号をお知
らせください。

応募期限　9月30日（月）
問い合わせ　対馬市島っこ留学推進協議会　　　
（応募先）　事務局（教育総務課内）
　　　　　☎0920（88）2000
　　　　　Fax0920（88）2005
　　　　　Mail：t_kyouiku@city-tsushima.jp

指定管理者を募集します
｠
　指定管理者となって施設の管理運営をしていた
だける法人・その他の団体を募集しています。施
設の概要や申込方法など、詳しくは、お問い合わ
せください。
施設名称・所在地
①体験であい塾匠 （厳原町下原82-12）
②対馬ふるさと伝承館 （美津島町雞知乙461-6）
③対馬市仁田ダム運動公園 （上県町飼所435-1他）
指定期間　令和2年4月1日
　　　　　～令和7年3月31日（5年間）
応募期限　9月30日（月）17:30
問い合わせ　①②農林・しいたけ課
　　　　　☎0920（53）6111
　　　　　③上県行政サービスセンター
　　　　　☎0920（84）2311

申込資格　①住宅に困窮し、収入が法定額を超えないこと
　　　　　②市税等を滞納していないこと
　　　　　③暴力団員でないこと
申込方法　市役所各庁舎に備え付け、または対馬市ホームページに掲載している「入居申込書」に、
　　　　　所定の証明書類を添えてご提出ください。
申込期間　8月26日（月）～9月9日（月）17:00
そ の 他　○家賃は、申込者の収入および世帯構成等により上記の範囲内で決定します。
　　　　　○募集団地は変更することがありますので、事前に各担当までご確認ください。

団　地　名 所在地 戸数 家賃（敷金は3か月分） 間 取 り

問い合わせ　管理課　　　　　　　　　☎0920（53）6111【厳原・美津島】
（申込先）　中対馬振興部地域振興課　☎0920（58）1111【豊玉・峰】
　　　　　北部建設事務所　　　　　☎0920（84）2316【上県・上対馬】

市営住宅 入居者 募集

柳 ノ 元 団 地

床 谷 団 地

寺 ノ 口 団 地

立山ノ下団地

大 田 原 団 地

日 吉 団 地

日 吉 団 地

佐 護 団 地

仁 田 団 地

仁 田 団 地

厳 原

　

　 峰 　

上 県

久 田

下 原

佐 賀

佐 賀

佐 須 奈

佐 須 奈

佐 須 奈

佐護東里

樫 滝

樫 滝

１戸

１戸

１戸

２戸

２戸

３戸

２戸

１戸

１戸

１戸

１２，３００円～１８，４００円

１４，０００円～２０，９００円

１５，４００円～２２，９００円

１４，４００円～２１，５００円

２０，１００円～２９，９００円

２３，２００円～３４，７００円

２１，１００円～３１，４００円

２０，４００円～３０，４００円

１９，２００円～２８，５００円

２０，４００円～３０，３００円

３DK

３DK

３DK

３DK

３LDK

３LDK

２LDK

３DK

４DK

３DK

対馬市総合計画審議会公募委員

募集人員　２人
職　　務　総合計画の進捗状況の検証および実績

の評価等
任　　期　選任の日から令和3年7月31日
会　　議　年２回程度（報酬・交通費支給）
応募資格　①市内に住所を有し居住する20歳以

　上の方
　　　　　②平日昼間に開催する会議に出席でき

　る方
　　　　　③他の公募委員に2つ以上選任されて

　いない方
　　　　　④本審議会公募委員を退任後5年経過

　していない方
応募方法　政策企画課及び各振興部に設置してい

る申込書に必要事項を記入のうえ、郵
送・ファックス・メール・持参のいず
れかで応募してください。

応募期限　9月13日（金）必着
問い合わせ　政策企画課　☎0920（53）6111
（応募先）　〒817-8510厳原町国分1441
　　　　　Fax0920（53）6112
　　　　　Mail：seisaku@city-tsushima.jp

対馬市有線テレビ放送番組審議会公募委員
｠
募集人員　１人
職　　務　対馬市CATVの放送番組に対する審議

等
任　　期　選任の日から令和3年8月31日
会　　議　年2回程度（報酬・交通費支給）
応募資格　①市内に住所を有し居住する20歳以

　上の方
｠  ｠ 　　　②平日昼間に開催する会議に出席でき

　る方
③他の公募委員に2つ以上選任されて
　いない方
④本審議会公募委員を退任後5年経過
　していない方

応募方法　総務課に設置および対馬市ホームペー
ジに掲載している申込書を郵送・
ファックス・メール・持参のいずれか
で応募してください。

応募期限　9月2日（月）必着
問い合わせ　総務課　☎0920（53）6111
（応募先）　〒817-8510 厳原町国分1441
　　　　　Fax 0920（53）6112　　　
　　　　　Mail：tsushima@city-tsushima.jp
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　対馬市社会福祉協議会では、法律に関する相談会を開催しています。料金は無料です。お気軽にご利用ください。

※法律相談を希望される方は、必ず事前（前日の16：00まで）に予約をお願いします。

プライバシー・相談内容・秘密は固く守られますので、安心してご相談ください。

日　　程 時　間 会　　　　場 担　　　　当

豊玉町福祉センター9月 5 日（木）

9月12日（木） 対馬市交流センター（厳原）

対馬ひまわり基金法律事務所

法テラス対馬法律事務所

9月26日（木） 対馬市総合福祉保健センター（美津島） 対馬ひまわり基金法律事務所

13：00～

16：00

問い合わせ（予約先）　対馬市社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　☎0920（58）1432

無料法律相談日程のご案内


