
イベント

募　　集

お願い
○当日はマスクの着用をお願いします。また、発熱等の体調不良の場合は参加をご遠慮ください。
○来場人数の抑制のため、新成人1人につき来場はご家族2人までとさせていただきます。
○案内状に同封している「体調確認シート」を式典当日記入の上、持参してください。
○指定された会場以外への入場はできません。会場周辺への不要な参集もお控えください。
○新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の積極的な活用にご協力ください。

対　　　象　　　者 会　　　場
開式時間

（受付開始時間）

上対馬町・上県町内の小学校・中学校の卒業者上対馬総合センター
11：00
（10：30）

13：00
（12：30）

美津島町（美津島北部小・浅海中を除く）・厳原町内の
小学校・中学校の卒業者対馬市交流センター

峰町・豊玉町・美津島町（美津島北部小・浅海中）内の
小学校・中学校の卒業者

対馬市公会堂

15：00
（14：30）

開 催 日　令和3年1月3日（日）
対 象 者　平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方
会 場 等　新型コロナウイルス感染症対策として、3会場に分散して開催

します。当日は案内状に記載された会場にご来場ください。
転出等により対馬市内の小学校または中学校の卒業履歴がない新成人については、最終の住所
地をもとに会場を振り分けています。特別な事情等によって、会場の変更が必要な場合は、生
涯学習課までご連絡ください。なお、個人的な理由による会場の変更はできませんので、あら
かじめご了承ください。

案内通知　10月中に対象者へ案内状をお送りします。同封のはがきに必要事項を記入の上、11月16日
（月）までにご投函ください。

令和3年対馬市成人式を開催します

市役所インフォメーション

対　　象　令和3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
貸与月額　【高等学校】（自宅通学）　18,000円以内　（自宅外通学）　23,000円以内
　　　　　【大 学 等】　　　　　　　50,000円以内
申込期限　12月28日（月）
そ の 他　貸与後、対馬市に居住し就業することで、返還免除が受けられます。奨学金制度や申請方法な

ど、詳しくは下記までお問い合わせください。

「予約申込」は、
○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。
　などのメリットがあります。

問い合わせ　教育総務課　☎0920（88）2000

問い合わせ　生涯学習課　☎0920（88）2004

予約申込あなたの「学びたい」を応援！対馬市奨学資金奨学生を募集しています
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お知らせ

対　　　象　令和2年8月1日以降に生まれた方
接種回数等

　ロタウイルスワクチンは2種類あり、どちらか一方を接種します。実施医療機関等に関しては下記までお
問い合わせください。

ロタウイルスワクチンが定期接種になりました

対象年齢 回  数種　　類 間 　 隔 標準的な接種期間

出生6週0日後～
24週0日後 27日

以上

ロタリックス 2回

出生6週0日後～
32週0日後

ロタテック 3回

1回目の接種は
生後2か月～

出生14週6日後まで

問い合わせ　いきいき健康課　☎0920（52）4888

　購入がまだお済みでない方は是非お買い求めください。
利用期限　10月31日（土）※期限を過ぎるとクーポン券は一切使用できません。
販売期限　10月30日（金）
販売窓口　対馬市商工会（厳原・美津島・豊玉・上対馬）の窓口
　　　　　平日　9：00～17：00

※販売予定数に到達次第終了となります。クーポン券の残数については

　　　　　　各窓口へ直接お問い合わせください。

購入対象　対馬市内に住所がある方で中学校卒業以上の方
　　　　　購入の際には、身分証明証の原本を確認させていただきます。

すでに2冊購入している方は購入できません。
問い合わせ　観光商工課　☎0920（53）6111

「対馬島民クーポン券」の販売・利用期間は10月末までです

楽しい韓国語講座を開催します 要申込受講無料

と　　き　11月17日～（毎週火曜日）全8回
　　　　　　※12月29日、1月5日は休講します。

　　　　　朝の部…10：00～11：30
　　　　　夜の部…19：00～20：30
内　　容　ハングル（韓国語の文字）の読み書き

簡単な挨拶等
対　　象　○初めて韓国語を学ぶ方

○基礎力を固めたい方

と　　き　11月18日～（毎週水曜日）全8回
　　　　　　※12月30日、1月6日は休講します。

　　　　　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

基礎的な文法等
対　　象　ハングルの読み書きが可能な方

初級コース入門コース

　コロナ禍で、韓国ドラマに興味を持った方、この秋、韓国語の勉強を始めてみませんか？対馬市国際交
流員が韓国文化の紹介などもしながら丁寧に韓国語を指導しますので、一緒に楽しく勉強しましょう！

　受講される方は、必ずマスクの着用をお
願いします。また、新型コロナウイルス感
染症の発生状況によっては、やむを得ず講
座を中止・延期する可能性もあります。

講　　師　李 賢朱（対馬市国際交流員）
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30人（先着順）
問い合わせ　文化交流・自然共生課　
（申込先）　☎0920（53）6111

イ・ヒョンジュ
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対 象 者　40歳以上74歳以下の対馬市国民健康保
険加入者

助 成 額　人間ドックの受診に要した費用の2分の1
（上限2万円）

申請期限　令和3年3月26日（金）まで

※令和2年度受診分に限ります。受診後、医療機関から結

果が届くまで期間を要しますので、早めの受診をお勧め

します。

人間ドック費用の一部を助成します

問い合わせ（予約先）
いきいき健康課　　　☎ 0920（52）4888　
中地区保健センター　☎ 0920（58）1116
北地区保健センター　☎ 0920（84）2313

①医療機関に人間ドックの予約をする
②市に事前予約【2月26日（金）まで】
③市から申請書等が届く
④人間ドックを受診する
⑤人間ドックの結果が届く
⑥結果と申請書等を市に提出する
⑦市から助成金交付決定通知書が届く
（指定口座へ振り込み）

申請の流れ

対馬市人事異動

令和2年9月30日付　依願退職
氏　　名 旧　配　置

峯  望 消防署　北部支署　警防班
主事

令和2年10月1日付　異動
氏　　名 新　配　置

阿比留  裕介 市民生活部　税務課
課長補佐

小栗栖  まり子 観光交流商工部　博物館学芸課　主任
兼対馬博物館主任

成富  なつみ 観光交流商工部　博物館学芸課　主事
兼対馬博物館主事

中尾  真由 消防署　総務課　総務班
主事

畑島  知佳 消防署　総務課　総務班
主事

西尾  公佑 消防署　警防課　警防救助班
主事

橘  啓人 消防署　警防課　警防救助班
主事

阿比留  陸斗 消防署　警防課　救急班
主事

神宮  啓 消防署　警防課　救急班
主事

令和2年10月1日付　異動
氏　　名 新　配　置

町田  一仁 観光交流商工部　次長（朝鮮通信使業務担当）
兼博物館学芸課　対馬博物館長

阿比留  忠明 観光交流商工部　博物館学芸課
課長

田中  淳也 観光交流商工部　博物館学芸課　参事
兼課長補佐兼対馬博物館参事兼課長補佐（併任）

尾上  博一 観光交流商工部　博物館学芸課　参事
兼課長補佐兼対馬博物館参事兼課長補佐

立花  大輔 観光交流商工部　博物館学芸課　主任
兼対馬博物館主任（併任）

　障がいのある方やそのご家族、または雇用を検討している企業等を対象とした相談会を実施します。お
気軽にご相談ください。

「障がい者のためのお仕事相談会」を実施します

問い合わせ　対馬障害者就業・生活支援センター　☎0920（52）6911
　　　　　福祉課　　　　　　　　　　　　　　☎0920（58）1119

13:00～17:00

と　　　　き と　こ　ろ

10月30日（金）

11月27日（金）

12月25日（金）

1 月22日（金）

2 月19日（金）

3 月19日（金）

美津島文化会館2階

対馬市交流センター3階

美津島文化会館2階

対馬市交流センター3階

美津島文化会館2階

対馬市交流センター3階

相談無料
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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～愛の鞭ゼロ作戦～
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
児童相談所虐待対応ダイヤル➡189

問い合わせ　こども未来課　☎0920（58）1117

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

　10月から11月までの2か月間は、麻薬・覚醒
剤乱用防止運動期間です。麻薬・覚醒剤・大麻・
危険ドラッグなどは、私たちの体に害をもたらす
非常に危険な薬物です。全国的
に10代から20代までの若者を中
心に大麻の乱用が急増していま
す。薬物乱用に対する正しい知
識を身につけ、薬物乱用のない
社会をみんなで作りましょう。
問い合わせ
　いきいき健康課　　　　　☎0920（52）4888
　長崎県対馬保健所衛生環境課
　　　　　　　　　　　　　☎0920（52）0166

文化祭・文化発表会を中止します

　本年度、各町で開催を予定していました文化祭
および文化発表会は、新型コロナウイルス感染拡
大防止を考慮し開催を中止します。
問い合わせ　生涯学習課　　☎0920（88）2004

お知らせ

大規模な土地取り引きの際は届出が必要です

　下記の面積要件を超える土地について、売買な
どの取引をした場合は、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。
面積要件　①市街化区域　2,000㎡以上

②市街化区域以外の都市計画区域
　　　　　　　　　　　　5,000㎡以上

③都市計画区域以外の区域
　　　　　　　　　　　 10,000㎡以上
そ の 他　上記に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

10月17日～23日は「薬と健康の週間」です

　薬を使用する際には次のようなことに注意し、
より安全に効果的に使用しましょう。

○使用する前に薬の添付文書をよく読みましょう
○用法・用量を守りましょう
○薬の剤形にあった服用方法を守りましょう
○薬の飲み合わせに注意しましょう
○高齢者や子どもの薬の使用には特に注意しましょう
○薬は正しく保管しましょう
○古い薬の使用はやめましょう

問い合わせ
　いきいき健康課　　☎0920（52）4888
　長崎県対馬保健所衛生環境課　
　　　　　　　　　　☎0920（52）0166

いちはやく

むち
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　広報つしま9月号10ページ『「学びの秋」
新しいことにチャレンジしてみませんか？』
に掲載しました内容について、次のとおり誤
りがありました。お詫びして訂正いたします。

（訂正箇所）
　講座「免疫力アップのための料理」の講師
　【誤】小島 多鶴子　⇒【正】小嶋 多鶴子

【お詫びと訂正】



～有害鳥獣捕獲従事者になるまで～

10月は臓器移植普及推進月間です

　臓器の提供には、脳死から提供する場合と、心
臓停止後に提供する場合の２つがあります。どち
らもカードなどの書面に表示された本人の意思は
尊重されますが、最終的には家族の判断が必要に
なります。大切な家族が迷わなくてすむためにも、
日頃から、自分の意思と家族の意思を話し合った
り、自分の気持ちをしっかりと伝え、臓器提供に
ついての意思を表示することが大切です。

問い合わせ　
　　　いきいき健康課　☎0920（52）4888
　　　（公財）長崎県健康事業団
　　　　　　　　　　　☎0957（43）7131

おもて うら

宝くじが地域の“夢と元気”を応援!!

　宝くじ売上金の一部は、助成事業の財源として
身近な「まちづくり」に役立てられています。こ
の度、上対馬町太鼓保存会「対馬愛鼓連」が令和
2年度助成事業（一般コミュニティ事業）を活用
し、太鼓や衣装などを購入しました。

問い合わせ　しまの力創生課　☎0920（53）6111

補助内容　
①狩猟免許試験および事前講習会に係る経費
②対馬猟友会への入会に係る経費
③わな等、捕獲のために必要な資材等の経費（補助率50％、上限10万円）

有害鳥獣捕獲従事者になりませんか？ 有害鳥獣捕獲推進事業補助金をご利用ください

下線は補助対象経費です

試験前事前講習会（対馬猟友会）

狩猟免許試験（長崎県）

猟友会 入会（対馬猟友会）

新規有害鳥獣捕獲従事者 研修会（対馬市）

受講料
10,000円（罠）～20,000円（銃）

受験料（医療機関による診断書も対象）
1種目につき5,200円＋診断書に係る経費8,000円～20,000円

猟友会入会費および年会費、共済保険、ハンター保険料、狩猟税
30,000円～45,000円（内、狩猟税は8,200円～16,500円※自己負担）

わなの経費（10万円）に対して上限5万円の補助
資材等の経費（10万円）に対して上限5万円の補助
※有害鳥獣捕獲をされているか確認させていただきます。

11/21.22

12/2.14

1月中

2月中

問い合わせ　農林・しいたけ課 有害鳥獣対策室　☎0920（53）6111

※対馬市では有害鳥獣捕獲をするために猟友会に入会いただいています。

※情報BOX（P19）に掲載しています。

※情報BOX（P18）に掲載しています。

有害鳥獣捕獲 開始
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　「SDGs」とは、誰一人として取り残さず、いつまでも安心して暮らせる持続可能な社会の実現を目

指す世界共通目標として2015年に国連サミットで採択された世界全体での取り組み目標です。

　今月号では、先月号に引き続き、SDGsの具体的な17の目標の目標番号6から目標番号17の内容を
紹介します。

SDGsを知ろう Part.2
エス・ディー・ジー・ズ

問い合わせ　政策企画課　☎0920（53）6111

目標
番号 目標の名称 具体的な内容と主な目標

6
安全な水とトイレ
を世界中に

7
エネルギーを
みんなにそし
てクリーンに

8
働きがいも経済
成長も

9
産業と技術革新の
基盤をつくろう

10
人や国の不平
等をなくそう

11
住み続けられる
まちづくりを

12
つくる責任
つかう責任

13
気候変動に
具体的な対策を

14
海の豊かさを
守ろう

15
陸の豊かさも
守ろう

16
平和と公正を
すべての人に

17
パートナーシ
ップで目標を
達成しよう

【各取り組み目標の内容　（項目：目標6～目標17）】

○2030年までに、全ての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡
平なアクセスを達成する。　等

○生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性およびイノベーションを支
援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアク
セス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。　等

○全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の
福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼で
き、持続可能かつ強靱なインフラを開発する。等

○2030年までに、年齢、性別、障がい、人種、民族、出自、宗教、あ
るいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化
および社会的、経済的および政治的な包含を促進する。　等

○2030年までに、全ての人々の、適切、安全かつ安価な住宅および基
本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。　等

○2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食
料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにお
ける食品ロスを減少させる。　等

○全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性および
適応の能力を強化する。等

○2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚
染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。

○2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進
し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林
および再植林を大幅に増加させる。

○あらゆる場所において、全ての形態の暴力および暴力に関連する死亡率を大幅に減
少させる。
○子どもに対する虐待、搾取、取引およびあらゆる形態の暴力および拷問を撲滅する。　等

○課税および徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援など
も通じて、国内資源の動員を強化する。　等

○2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネル
ギーの割合を大幅に拡大させる。
○2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。　等

～次回は、SDGs未来都市に選定された本市の今後の取り組み施策を紹介します～
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