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より速く より熱く より自分らしく
　9月28日、峰総合公園陸上競技場をスタートして周辺を周回するコース（1.5km×6人）で第29回対馬
小学生駅伝大会およびロードレースが行われました。駅伝大会の結果は、鶏鳴Aが優勝、豊玉小が準優
勝に輝き、上位2チームが10月19日に諫早市で開催される県大会に出場します。
　主な結果は以下のとおりです。

【駅伝】
1位  鶏鳴Ａ　　　　　　　32分44秒
2位  豊玉小　　　　　　　33分32秒
3位  大船越陸上クラブＡ　33分41秒
区間賞（各1.5km）
1区  藤 優衣帆（鶏鳴Ａ）　　　　　　 5分30秒
2区  小島 徠斗（大船越陸上クラブＡ） 5分01秒
3区  神宮 愛香里（佐須奈小）　　　　 5分44秒
4区  縫田 脩貴（大船越陸上クラブＡ） 5分12秒
5区  中尾 優花（久田小Ａ）　　　　　 5分15秒
6区  黒岩 蘭太朗（鶏鳴Ａ）　　　　　 4分59秒

【ロードレース 1.5km】

男子
1位  山川 瑛輔（大船越ＲＣ）　5分27秒
2位  安田 歩生（豊玉小）　　　5分36秒
3位  北倉 琉星（仁田小）　　　5分37秒

女子
1位  久壽米木 結衣（厳原小）　5分49秒
2位  小崎 心晴（佐須奈小）　　5分51秒
3位  平尾 璃子（厳原小）　　　5分59秒

み ん な の 広 場

　扇利仁くん（厳原中3年）が、9月15日、大阪
市で開催された第14回全日本都道府県対抗少年
剣道優勝大会（中学生の部）に長崎県代表の中
堅として出場しました。対馬から史上2人目、男
子としては初の選出となる大会では、持ち前の
勝負強さを発揮し、長崎県勢として9年ぶり2回
目の優勝に大きく貢献しました。

長崎県勢の優勝に貢献
　勝見風李さん（浅海中2年）が、10月11日から
神奈川県川崎市で開催される第50回ジュニアオ
リンピック陸上競技大会（女子共通ジャベリッ
クスロー）に出場します。9月1日の代表選考会
では、同大会に出場する選手の中で上位5番目の
好記録（46ｍ71）で優勝しており、大会での活
躍が期待されます。

祝！ジュニアオリンピック出場！！

優勝した鶏鳴Aと鶏鳴Bで記念撮影! ロードレース男子スタート

り ひ と ふ う り

ジャベリックスロ
ーとは、やり投を
中学生以下の競技
者向けにしたもの
のことでやりの代
わりに、ロケット
状の投てき物（タ
ーボジャブ）を投
げる種目
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　99歳を迎えられた坂田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。

坂田 全宥さん（上県町）大正9年9月15日生まれ

祝 白寿　
おめでとうございます　8月31日、県内9カ所を会場に開催された第42回長崎県

小学生バレーボール大会で佐須奈ジュニアバレーボール
クラブがパート優勝に輝きました。この大会は、クラス
別・パート別で競うもので、市内からは6チームが出場し
ました。また、同クラブは、6月に開催された第39回全日
本バレーボール小学生大会長崎県大会でもベスト8の結果
を残しており、今後ますますの活躍が期待されます。

チーム一丸となり見事優勝！

「対馬市中小企業振興資金制度」
「セーフティネット5号保証」をご存知ですか？

　対馬市には運転資金および設備資金の融資によ
って市内の中小企業者の振興を目的とする「対馬
市中小企業振興資金制度」があります。活用を検
討される中小企業者の皆さんは十八銀行、親和銀
行ならびに対馬市商工会にお尋ねください。なお、
融資にあたっては金融機関の審査が必要です。
融資内容　対馬市内に事業所を有し、市内で同一

事業を1年以上継続して行う中小企業者
に対する事業資金および業容拡大資金

限 度 額　800万円
借入期間　運転資金  7年以内（うち据置1年以内）

設備資金10年以内（うち据置1年以内）
保 証 料　0.085％～0.570％

（業容拡大資金の場合は、市が全額補助）
利　　率　1.80％

　中小企業庁では、業況の悪化している業種に
属する事業を行う中小企業者を対象とするセー
フティネット保証５号という制度があります。
認定されれば保証料の補助等が受けられますの
で、詳しくは、中小企業庁のホームページを確
認いただき、観光商工課までお尋ねください。

問い合わせ　観光商工課　☎0920（53）6111

お知らせ

大規模な土地取り引きの際は届出が必要です
　　　　　　　　
届出の要件　対価の授受を伴う土地に関する権利の

移転または設定をする契約
　　　　　○権利（所有権移転等）
　　　　　○対価（金銭の授受等）
　　　　　○契約行為（予約含む）
面積要件　○市街化区域　2,000㎡以上
　　　　　○市街化区域以外の都市計画区域　　 

　　　　　　　5,000㎡以上
　　　　　○都市計画区域以外の区域　　　　　

　　　　　 　10,000㎡以上
届出期限　契約（予約含む）から2週間以内に、

土地の所在する市・区役所・町村役場
へ買主が届け出てください。

そ の 他　上記の「届出要件」には該当しない場
合でも、農地法や森林法等の個別法に
よる届出要件等に該当する場合もあり
ますので、ご注意ください。

問い合わせ　政策企画課　☎0920（53）6111

市役所インフォメーション
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11月12日～25日は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
｠
【DVには、いろいろな暴力があります】
　身体的暴力　殴る・蹴る
　精神的暴力　無視・暴言・束縛・行動の監視
　経済的暴力　生活費を渡さない・仕事をさせない
　性 的 暴 力　合意のない性行為・リベンジポルノ
｠ あなたの大切な人が悩んで
いたら、相談窓口を教えてあ
げてください。一人では気付
かなかった解決方法が、見つ
かるかもしれません。

　
ＤＶ相談ナビ　　　　　　☎0570（0）55210

　性犯罪被害相談　　　　　☎＃8103
　女性の人権ホットライン　☎0570（070）810
　女性ほっとラインながさき　☎095（832）8484

問い合わせ　対馬市男女共同参画推進懇話会事務局
　　　　　（総務課内）　☎0920（53）6111

「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・
特別給付金」を支給します
｠
　消費税率が引き上げとなった環境の中、子ども
の貧困に対応するため、臨時・特別の措置として、
給付金17,500円が支給されます。
対　　象　以下の要件を全て満たす方

○令和元年11月分の児童扶養手当の
　支給を受ける父または母
○令和元年10月31日において、これ
　まで婚姻（法律婚）をしたことがな
　い方
○令和元年10月31日において、事実
　婚をしていない方または事実婚で相
　手方の生死が明らかでない方

支給時期　令和2年1月10日（金）
申請期限　11月29日（金）
問い合わせ　こども未来課　☎0920（58）2294

業務内容　農業委員　○農地の権利移転や転用等に係る調査および許認可審議
　　　　　　　　　　○農地利用の最適化に係る現地調査および指導
　　　　　　　　　　○農地利用最適化推進指針の作成・変更
　　　　　農地利用最適化推進委員
　　　　　　　　　　○担当地区内の農地利用の最適化に係る現地調査および利用関係者への調整と推進
　　　　　　　　　　○農地利用最適化推進指針の作成・変更等への意見
募集人数および任期等

推薦・応募の届出書の入手方法および提出場所
　入手方法：市ホームページからダウンロードするか、下記の提出場所にも備えています。
　提出場所：農林・しいたけ課　　　　〒817-8510　厳原町国分1441
　　　　　　中対馬振興部地域振興課　〒817-1292　豊玉町仁位380
　　　　　　上対馬振興部地域振興課　〒817-1701　上対馬町比田勝575-1
　　　　　　農業委員会事務局　　　　〒817-1301　峰町三根451
選考方法　農業委員は対馬市農業委員候補者評価委員会を開催し、提出された書類をもとに選考します。

農地利用最適化推進委員は農業委員会の総会において、提出された書類をもとに選考します。
なお、必要に応じて対馬市農業委員候補者評価委員会から意見を求めることがあります。また、
両委員とも面接や関係者からの意見聴取等を行う場合があります。

推薦・応募期限　10月28日（月）17：30
そ の 他　推薦を受ける方および応募をする方の資格、手続き等詳しくは、下記までお問い合わせください。
問い合わせ　農業委員会事務局　☎0920（83）0302

区　分 区域および募集人数 任　　期 報酬等（年額）

農業委員 対馬市全域 14人 令和2年3月1日
　　～令和5年2月28日

会長255,000円
委員233,000円

215,000円委嘱の日
～令和5年2月28日

厳 原 町 3人

美津島町 2人

豊 玉 町 2人

農地利用
最適化
推進委員

峰 　 町 2人

上 県 町 3人

上対馬町 2人

「農業委員」「農地利用最適化推進委員」の推薦および募集を行っています



次回の献血車巡回は、来年5月です。皆さん、愛の献血にご協力ください。

問い合わせ　いきいき健康課　☎0920（52）4888

　献血をしたことがある方は、前回の献血から「男性は12週間後」「女性
は16週間後」に献血が可能になります。お持ちの献血カードに前回献血
日、次回献血可能日が記載されていますので、ご確認ください。

献 血 場 所 献血受付時間実施日 地　区

11月13日（水） 厳　原 対馬市役所厳原庁舎

11月14日（木） 厳　原
対馬市役所厳原庁舎

対馬高等学校

11月15日（金） 厳　原 長崎県対馬振興局

11月19日（火）
上　県 上県行政サービスセンター

上対馬 上対馬総合センター

11月20日（水）
　峰 峰地区公民館

豊　玉 仁位生活館

11月21日（木） 美津島
美津島行政サービスセンター

長崎県対馬病院

献血にご協力ください～届けようあなたの気持ち～

  8：30～11：00・12：30～16：00

  8：30～11：00

13：00～16：00

  8：30～11：00・12：30～16：00

  8：30～11：00

13：00～15：30

  9：00～10：30

12：30～16：00

  9：00～11：30

13：30～16：00

坂本 充弘・黒田 昭雄
小島 德重・大浦 孝司
大部 初幸

伊原 徹・小田 昭人
長郷 泰二・春田 新一
渕上 清・波田 政和
山本 輝昭・初村 久藏
吉見 優子・齋藤 久光
作元 義文・上野 洋次郎

美津島文化会館 

会　　場 担 当 議 員

仁位生活館

デイサービスセンター
御嶽の里
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11月は「児童虐待防止推進月間」です

児童虐待とは？
　身体的虐待
　殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる　など
　性 的 虐 待
　子どもへの性的行為、性的行為を見せる　など
　ネグレクト
　家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔
　にする、自動車の中に放置する　など
　心理的虐待
　言葉による脅し、無視、子どもの目の前で家族
　に対して暴力をふるう（DV）など

子どもを健やかに育むために～愛のむちゼロ作戦～
①子育てに体罰や暴言を使わない
②子どもが親に恐怖を持つとSOSを伝えら
れない
③爆発寸前のイライラをクールダウン
④親自身がSOSを出そう
⑤子どもの気持ちと行動を分けて考え、育ち
を応援

虐待かもと思ったら「189（いちはやく）」番へ
お住まいの地域の児童相談所に電話をおつなぎし、
専門家が対応いたします。
問い合わせ　こども未来課　☎0920（58）2294

第2回議会報告会「市民との対話集会」を開
催します

　対馬市議会は、開かれた議会を目指し、議会自
らが地域に出向き、市民の皆さんとの集いを開催
します。どなたでも参加いただけます。皆さんの
声をお聞きし、政策づくりに反映させていきたい
と考えています。
と　　き　10月26日（土）18：30～20：00
内　　容　○議会からの報告
　　　　　　議会活動に関する報告等
　　　　　○意見交換会

　市政や議会に対しての皆さんからの
　ご意見等を承ります。

会場および担当議員

問い合わせ　議会事務局　☎0920（58）1379



口　径 

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

100mm

用　途

一　般　用

5㎥まで 

1,290円

1,620円

ー  　

ー  　

ー  　

ー  　

ー  　

ー  　

10月分まで

基本料金（消費税込み）

10㎥まで 

1,720円

1,940円

2,480円

2,910円

3,880円

4,960円

7,450円

9,930円

5㎥まで　　　

1,320円（30円UP）

1,650円（30円UP）

ー  　　  　

ー  　　  　

ー  　　  　

ー  　　  　

ー  　　  　

ー  　　  　

11月分から

10㎥まで　　　 

1,760円（  40円UP）

1,980円（  40円UP）

2,530円（  50円UP）

2,970円（  60円UP）

3,960円（  80円UP）

5,060円（100円UP）

7,590円（140円UP）

10,120円（190円UP）

長崎県はがんの死亡者が多い県です

　がん死亡率は全国ワースト10位です。
対馬市では毎年、がん検診を実施してい
ます。今年度は自己負担額がグッとお安
くなりました。
　初期のがんでは症状が出ない場合もあ
ります。がんから命を守るためには、早
期発見・早期治療が重要です。この機会
にぜひ検診をお受けください。

10月は「がん検診受診率50％達成に向けた集中キャンペーン月間」です

種　類 通常費用 自己負担額 内　容

胃がん
検診

11,800円 1,000円
（集団型は500円）

胃カメラ検査
（集団型はバリウム検査）

大腸がん
検診

2,000円 300円 便検査

肺がん
検診

1,500円 200円 胸部X線撮影
（65歳以上の方は結核検診も兼ねる）

申 込 先　健診コールセンター　☎0920（52）4811　　問い合わせ　いきいき健康課　☎0920（52）4888

　令和元年11月分として請求する水道料金から消費税等の税率引き上げに伴い、料金を改定します。

～基本料金（水量）を超えて使用した場合は、超過料金がかかります。～

　例えば、一般用で右のような検針表の場合は、次のような方法で
水道料金が計算されます。
　用　　途……一般用
　口　　径……13mm
　使用水量……18㎥
　基本料金……1,600円（消費税抜き）
　超過料金……使用水量　　基本水量　　超過水量
　　　　　　　　18㎥　 ―　10㎥　　＝　 8㎥
　　　　　　　１㎥あたりの超過料金
　　　　　　　　8㎥×225円＝1,800円

　　　　　　　　基本料金　　  超過料金　  消費税率　
　水道料金は、（1,600円  ＋  1,800円）×  1.10＝3,740円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10円未満切捨て）
　浴場営業用と船舶用・一時用の水道料金は、一般用とは異なります。
ご不明な点等がございましたら、水道局までお問い合わせください。

問い合わせ　水道局　☎0920（52）0943

水道料金を改定します

3,740
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住民票に

旧姓（旧氏）

名
氏

氏
旧

所
　
　
　
　
住

籍
　
　
本

出
転

女
　
　
　
男

主
　
帯
　
世

柄
　
　
続

明 大 昭 平 令

年　月　日　
生

番号　花子

○ ○

○○県□□市
△△町◇丁目

◎番地▽▽号

ばん  ごう

○○  ○○

性別 女

氏 名 番号 太郎 

住 所 ○○県□□市△△町◇
丁目◎番地▽▽号

平成元年 4月 1日生
2025年 4月 1日まで有

効

性別 男

旧氏　□□　令和元年
11月5日

氏 名  子花 ］○○［ 号番
住 所 ○○県□□市△△町◇丁目◎番地▽▽号

平成元年 3月31日生 2025年3月31日まで有効

性別 女

※様式例

○○県□□市
△△町◇丁目

◎番地▽▽号

マイナンバーカードに
旧姓（旧氏）が併記されることで、
旧姓が各種証明に使えます！

○○県□□市△△町◇
丁目◎番地▽▽号

旧氏 □□ 令和元年11月5日

○○県□□市△△町◇
丁目◎番地▽▽号

平成元年 4月 1日生
2025年 4月 1

○○県□□市△△町◇
丁目◎番地▽▽号

カードをお持ちの方は
追記欄に旧姓が

追記されます（記載例）

○○県□□市△△町◇丁目◎番地▽▽号

平成元年 3月31日生 20
性別 女

025年3月3 まで有効

旧姓！
ここに

入ります！
明 大 昭 平 令

年　月　日　
生

番号　花子

○○県□□市
△△町◇丁目

◎番地▽▽号

旧姓！
ここに

入ります！

11月5日（火）からスタート！
住民票とマイナンバーカードに旧姓（旧氏）が併記できます!

きゅう う じ

詳しくはこちら↑

問い合わせ　市民課　☎0920（53）6111

★公的な手続きや契約などの場面での「旧姓」の取り扱いは
　各制度を所管する省庁や民間企業等の判断によります。

住民票に旧姓を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧姓が併記されると、

マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。

旧姓併記のための請求手続は2 段階!

S TEP ２

用意した戸籍謄本等と一緒に
マイナンバーカード（通知カード）を
持って、現在お住まいの
市区町村へ行こう！

STEP1

旧姓が記載された
戸籍謄本等を用意しましょう

入手方法は３種類！
①本籍地の市区町村に請求

②郵送で取り寄せる

用意ができたら
提出しよう！

戸籍謄本戸籍謄本戸籍謄本

こんなと
きに！

契約書

こんなと
きに！

氏 名  子花 ］○○［ 号番
住 所 ○○県□□市△△町◇丁目◎番地▽▽号

平成元年 3月31日生 2025年3月31日まで有効

性別 女

氏 名 番号 太郎 
住 所 ○○県□□市△△町◇丁目◎番地▽▽号

平成元年 4月 1日生 2025年 4月 1日まで有効

性別 男

旧氏　□□　令和元年11月5日

す！

旧姓（旧氏）併記はこんなときに役立つ！

各種の契約や銀行口座の名義に
旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。

就職・転職時など、仕事の場面でも
旧姓で本人確認ができま

旧姓（旧氏）を併記するためには、どうしたらいいの？
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対馬市人事異動
令和元年9月25日付　依願退職
氏　　名 旧　配　置

野田 真一郎 中対馬振興部　地域振興課
副参事兼係長

令和元年10月1日付　異動
氏　　名 新　配　置

瀧本 又司 市民生活部　美津島行政サービスセンター
副参事兼係長

黒岩 大作
南地区教育事務所　副参事兼係長
兼厳原地区生涯学習センター副参事兼係長
兼厳原地区公民館副参事兼係長

小島 亮 しまづくり推進部　政策企画課
係長

神宮 大司朗 総務部　財政課
主任

波多野 健一 福祉保険部　こども未来課
主任

花見 祐輔 福祉保険部　福祉課
主事

岡田 司 福祉保険部　保険課
主事

令和元年9月30日付　依願退職
氏　　名 旧　配　置

国分 麻美 福祉保険部　こども未来課　保育士
兼上対馬振興部上県行政サービスセンター仁田保育所保育士

厳原町文化まつり

みつしま町文化まつり

豊玉町文化祭

峰町文化祭

上県町文化まつり

上対馬町文化祭

対馬市交流センター

美津島体育館

峰地区公民館

上県地区公民館

上対馬総合センター

11月 2 日（土）
11月 3 日（日） 

9：00～17：00
  9：00～15：30

11月 2 日（土）
11月 3 日（日） 

対馬市公会堂
豊玉文化会館

9：00～17：00
  9：00～15：00

11月 3 日（日） 9：00～16：00

10月26日（土）
10月27日（日） 

9：00～17：00
  9：00～16：00

11月 2 日（土）
11月 3 日（日） 

9：00～17：00
  9：00～17：00

11月 2 日（土）
11月 3 日（日） 

9：00～17：00
  9：00～17：00

会　　　場 作　品　展　示 文化・芸能発表会

11月 3 日（日） 
10：30～15：30

11月 3 日（日）
13：00～16：00

11月 3 日（日）
10：00～12：30

10月27日（日）
13：00～15：30

上対馬町・上県町文化
発表会
11月 3 日（日） 
10：30～16：30
（会場：上対馬総合センター）

問い合わせ　厳原地区公民館　　☎0920（52）0363　峰地区公民館　　　☎0920（83）0151
　　　　　美津島地区公民館　☎0920（54）4044　上県地区公民館　　☎0920（84）2576
　　　　　豊玉地区公民館　　☎0920（58）0062　上対馬地区公民館　☎0920（86）3052

芸術の秋「各町文化まつり」

イベント



入場無料

入場無料

イベント

要申込

要申込「対馬学フォーラム」で発表しませんか？
　
　対馬に関する研究やふるさと学習、実践活動の
成果を共有する「対馬学フォーラム」を開催しま
す。皆さんの発表をお待ちしています。
と　　き　12月8日（日）10:00～16:00
と こ ろ　対馬市交流センター3階
内　　容　○10:00～12:00「特別報告」（予定）
　　　　　「離島における観光振興」（仮）
　　　　　　　富山国際大学　助重 雄久 教授
　　　　　「日韓観光交流の意義とこれから」（仮）
　　　　　　　九州産業大学　千 相哲 教授
　　　　　　　　　　　　　　　 （他発表3本）
　　　　　○13:00～16:00
　　　　　「研究ポスター発表大会」
　　　　　「出張！オープンキャンパス」
募集対象　対馬に関する研究や郷土学習、産業振

興や環境保全等の実践活動に取り組ま
れている市内外の方々

発表形式　大判の紙（高さ180cm、幅90cm）
に取り組み内容や成果をまとめたもの
を掲示し、来場者に説明する「ポス
ター発表形式」です。1つの会場に対
馬に関する多数のポスターを掲示し、
来場者と意見交換や情報交換を行って
いただきます。来場者全員の投票によ
り優秀表彰を行います。

発表申込期限　11月8日（金）
問い合わせ　しまの力創生課　☎0920（53）6111

講演会「対馬がつなぐ仏の教え
―対馬に伝来した渡来版経―」
｠
とき・ところ　①11月9日（土）14:00～16:30
　　　　　（開場13:30）峰地区公民館講堂
　　　　　②11月10日（日）10:00～12:30
　　　　　（開場9:30）対馬市交流センター
　　　　　　　　　　　3階大会議室
内　　容　九州国立博物館での特集展示10月29

日～12月22日）を記念した、渡来経
典に関する講演会です。

講　　師　横内 裕人 氏（京都府立大学 教授）
　　　　　須田 牧子 氏（東京大学史料編纂所 助教）   
　　　　　瓜生　 翠 氏（長崎県立対馬歴史民俗
　　　　　　　　　　　　資料館 嘱託学芸員）
　　　　　松浦 晃佑 氏（九州国立博物館 研究員）
問い合わせ　九州国立博物館　☎050（5542）8600
　　　　　博物館建設推進課　☎0920（53）6111

対馬博物館開館準備シンポジウム
「応永の外寇とその時代」

と　　き　11月17日（日）13:00～16:45
　　　　　（開場12:30）
と こ ろ　対馬市交流センター3階大会議室他
内　　容　中世対馬の歴史的事件にスポットを当

て、市内外から4人の講師を招いて基
調講演とパネルディスカッションを実
施します。終了後には、博物館展示予
定資料の観察会（要申込）を行います。

　　　　　※詳しくは、折込チラシをご覧ください。
問い合わせ　博物館建設推進課
（申込先）　☎0920（53）6111

第2回韓国料理教室

と　　き　11月15日（金）11:30～14:00
　　　　　（受付11:00）
と こ ろ　対馬市交流センター3階　調理実習室
内　　容　「食」を通した異文化理解の促進を目的

とした韓国料理教室です。今回は、醤
油ベースで味付けをした辛くない「宮
中トッポギ」を作ります。

定　　員　20人（先着順）
参 加 費　500円（材料費）
申込方法　国際交流協会までお問い合わせください。
　　　　　※10月28日から受け付けを開始します。
そ の 他　○当日は、参加費・エプロン・三角巾

　を持参してください。
○申込後、キャンセルをされる場合は
　前日までにお電話ください。

問い合わせ　（一財）対馬市国際交流協会事務局
（申込先）　（文化交流・自然共生課内）
　　　　　☎0920（53）6111

広報つしま14

イ・ヒョンジュン

講師：対馬市国際交流員

李　賢朱



募　　集

要申込

要申込入場無料

予約申込歩いてつくる元気のわキャンペーン
とよたま神話の里ウォーキング
｠
と　　き　11月9日（土）9：30受付開始
と こ ろ　豊玉町保健センター集合
コ ー ス　6キロコース・4キロコース　
　　　　　豊玉町保健センター⇔和多都美神社
対　　象　どなたでも参加できます。

※小学生以下は保護者同伴4キロコース

参 加 費　1人200円　小学生未満は無料
（当日徴収・傷害保険料含む）

申込方法　電話またはファックスでお申し込みく
ださい。なお、ファックスの際は、任
意の様式に「①氏名②年齢③住所④電
話番号⑤希望コース」を記載してくだ
さい。

申込期限　11月1日（金）17:00
そ の 他　○飲み物は各自で準備してください。

○車でお越しの方は、豊玉診療所、社
　会福祉協議会周辺の駐車場を利用し
　てください。

　　　　　○キャンペーン応募ハガキをお持ちの
　方は、持参してください。　　　　
○雨天時は中止です。

問い合わせ　中地区保健センター
（申込先）　☎0920（58）1116
　　　　　Fax0920（58）2755

市民公開講座
講演会「人生のしまい方」

　あなたは、人生のエンディングを、誰と、ど
こで過ごしたいですか？
　どんなエンディングを迎えたいかは人それぞ
れ。だからこそ、健康な時からあなたの「思い」
を伝えることはとても大切です。この機会に、
あなたらしい人生のエンディングの迎え方につ
いて考えてみませんか？

と　　き　11月1日（金）18：00～19：30
と こ ろ　対馬市交流センター3階第1～3会議室
講　　師　桑原 直行 医師（対馬市地域包括ケア
　　　　　システム推進アドバイザー）
申込方法　地域包括ケア推進課までお電話ください。
申込期限　10月25日（金）
問い合わせ　地域包括ケア推進課　☎0920（53）6111
（申込先）

あなたの学びたいを応援！
対馬市奨学資金の「奨学生」を募集しています

「予約申込」の資格や貸与額等は「在学申込」と
同じですが、以下のメリットがあります。

○進路を決定する時期に奨学金の貸与が約束さ
　れるので、学費の心配をすることなく受験勉
　強に専念できる。
○「在学申込」に比べて、2か月程早く奨学金
　を受け取ることができる。

対　　象　令和2年4月に、高等学校（対馬市内に限
る）および大学等に進学を予定している方

申込期限　12月28日（土）
そ の 他　予約申込制度や申請方法など、詳しく

は教育総務課までお問い合わせください。
問い合わせ　教育総務課　☎0920（88）2000｠

「対馬市子育て応援住宅支援事業補助金」の
申請を受け付けています

　安心して子どもを産み育てることのできる住ま
い･居住環境の整備を支援することで、出生率の
向上や子育て環境の充実を図ります。
対　　象　
　多 子 世 帯　同居する18歳未満の子ども（※1）

　　 が3人以上（妊娠中を含む）の世帯
　３世代世帯　小学生以下の子どもがいる子育て

　　世帯と、その子育て世帯を支援す
　　る世帯（子育て世帯の父母、祖父
　　母など）が、新たに同居または近
　　居（※2）する世帯

※１…18歳未満の子どもとは、18歳に達する日以後

　　　の最初の3月31日までの間にある子

※２…近居とは、直線距離でおおむね１km以内にそれ

　　　ぞれ居住すること

補助内容　多子世帯　①中古住宅の取得（60㎡以上）
　　　　　　　　　　②取得時の改修工事
　　　　　3世代世帯（同居･近居）
　　　　　　　　　　①住宅の取得(新築･中古)
　　　　　　　　　　②改修工事
補 助 率　対象経費の5分の1
補 助 額　上限50万円

※既に同居している場合は対象外です。

　詳しい補助基準等はお問い合わせくだ

　さい。

申込期限　11月29日（金）
問い合わせ　こども未来課　☎0920（58）2294

くわはら　　なおゆき

2019. 10 15


