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祝 初点灯150周年記念イベント開催
伊王島のシンボル『伊王島灯台』は、明治4年、1871年に点灯した日本で初めての
鉄造灯台です。以後150年間、行き交う船の『道しるべ』として、あかりを灯し続け
ています。そんな伊王島灯台に親しみを持ってもらおうと、11月3日(水・祝)に長崎
海上保安部主催による『伊王島灯台フェスティバル～150周年からのNEXTSTAGE
～』が開催されました。
イベントでは、普段入ることのできない灯台の内部が公開され、海上保安庁の
ジェット機『ファルコン2000』の飛行ショーや写真・絵画コンテストの入選作品展、
灯台からの餅まき、鎮西学院大学ジャズアンサンブル部のコンサートなどがおこなわ
れ、当日は350人の参加者で賑わいました。
▼夕陽をバックにジャズコンサート♪

▲イルミネーション点灯式でスイッチ
を押す伊王島小中学校の児童、生徒

▼もちまきの様子
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▲灯台内部の夜間一般公開は初めての試み

第２回 伊王島ワクワクトーク開催

※

11月28日（日）『第2回 伊王島ワクワクトーク』（まちづくり会議）が開催されま
した。今回は、第1回のワクワクトークで出た意見を整理し、現状と課題、今後自分
たちで何ができるかの提案、分野別の将来像について話し合ったあと、各グループ内
から出た意見を模造紙にまとめ、情報共有を図りました。次回は、1月30日（日）に、
まちづくり計画の素案について意見交換をおこないます。
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長崎市水道創設130周年 下水道創設60周年記念事業
長崎市では、水道事業創設130周年を迎えるにあた
り、水道や下水道に関する企画展を、長崎市科学館で
開催しています。伊王島町のときにデザインしたマン
ホールの蓋も展示されています。入場料は無料ですの
で、ぜひ訪れてみてください。（1月30日まで）
また、下水道も創設から60周年を迎え、
その記念企画で長崎市出身の漫画家、渡辺
航さんの人気作品「弱虫ペダル」のキャラ
クターをデザインしたマンホールの蓋が、
伊王島にも2ケ所設置されています。見つけ
たらラッキーかも。探してみてね！
３年ぶりに『ツール・ド・ちゃんぽん』開催
『ツール・ド・ちゃんぽん』って？ 伊王島・野母半島を舞台に行われるサイクリング
イベントで、タイムを競うものではありません。山あり、谷ありの刺激的なコースと風
光明媚な景色を楽しみながら、参加者と地域住民とが親睦を深めることを目的として、
毎年開催されています。台風やコロナ禍のため、今年は11月7日（日）、３年ぶりに規
模を縮小しての開催でしたが350人余りの参加がありました。
▼開会式にて田上市長のあいさつ
▼『弱虫ペダル』の作者、渡辺 航さん

（長崎市出身）も一緒にツーリング

▲先導車の競輪選手の皆さん
たち。出発前にガンショウ君
と記念撮影📷

火の用心!! 冬～春は出火のリスクが高まります
伊王島では昨年3月に火災による死者が出る痛ましい事故が発生しています。火事
が起きたらどうしたらいいのか再確
住宅用火災警報器は設置してから約10年
認しましょう。
で交換を推奨しています。取扱い説明書に
①大声で周りに知らせる「火事だ!!!」 したがって、定期的に点検をしましょう。
②消火する➯成功➯119番通報する
※（通知義務があります） ▼秋季火災予防週間放水訓練（R3.11.14） ▼消火栓の点検をする消防団員
⇩
天井まで炎が上
失敗
がったら、自分だ
⇩
けでは消せません。
③避難する
⇩
④安全な場所から119番通報する
「伊王島町○丁目○○番地
○○宅が火事です」
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伊王島文化祭（作品展）
10月30日（日）伊王島開発総合センターにおいて、作品展が開催されました。今年
も感染症拡大防止のため、作品展示のみの開催となりましたが、どれも心のこもった
力作ぞろいで、見入ってしまいました。

伊王島の情報を『Twitter』(ツイッター)に投稿しています
伊王島地域センターではツイッターを活用して、地域からの
お知らせや、伊王島の風景などの旬な話題を発信しています。
船便の欠航や、伊王島大橋の交通規制もつぶやきますので、
ぜひ一度利用してみませんか。また、市外にお住いのご家族
や友人知人のかたにもお伝えください。
※Twitter(ツイッター)とは、利用者が140文字以内の
「ツイート」と呼ばれるメッセージや写真などを投稿
することでつながるコミュニケーション・サービスです。

令和4年度市・県民税申告受付日程について
下記の日程で、伊王島地区の令和4年度市県民税の申告受付をおこないます。
詳しくは
期 日：令和4年2月14日（月） 10：00～16：00
コチラ➡
場 所：伊王島開発総合センター 1階 会議室１
定 員：約７５名（受付番号札を8：45～会場入り口で配付）
【持ってくるもの】
申告書(お持ちのかたのみ)、マイナンバー確認書類及び本人確認書類、確定申告利用
者識別番号(お持ちのかたのみ)、源泉徴収票などの収入がわかる書類、控除関係書類
（医療費控除の明細書[内訳書]、障害者手帳、生命保険料控除証明書、地震保険・旧長
期損害保険料控除証明書［平成18年末までに契約したもの］など）
お問合せ：市民税課 ☎095-829-1427 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/134000/p029279.html

赤いポストにかわいい白リボン
伊王島郵便局の前にある郵便ポストに、ラッピングが施
されているのを皆さんは、お気づきでしょうか。局長さん
に話を聞くと郵政創業150年を迎えた機会に、デザインさ
れたものを切り抜き、自分たちの手で装飾したとのこと。
3月いっぱいまでは、装飾が施されるそうです。
かわいらしい郵便ポストに注目です。
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1・2月の行事予定
日

※公民館講座のお問い合わせは
伊王島地域センター ８９８－２２１１（担当：本村、森山）まで

時

行

9:45~12:00
13:30~15:00
10:00~12:00
10:00~11:30
9:45~12:00
10:00~12:30
13:30~15:00
13:30~15:30
13:00~15:00
13:30~15:30
10:00~12:00
9:45~12:00
13:30~15:00
10:00~11:30
9:45~12:00
10:00~12:30
13:30~15:00
13:00~15:00

1/7(金)
1/11(火)
1/18(火)

1/19(水)
1/21(金)
1/21(金)
1/25(火)
1/26(水)
1/28(金)
1/28(金)

2/1(火)
2/4(金)
2/8(火)
2/16(水)
2/18(金)
2/18(金)
2/22(火)
2/25(金)

事

名

等

公民館講座『かんたんスマホ教室』
すこやか運動教室
公民館講座『ルーシーダットン教室』
お遊び教室『アンヘル』（乳幼児向け）
公民館講座『かんたんスマホ教室』
食生活改善推進協議会『きんとん会』
すこやか運動教室
出張総合相談（深堀・香焼地域包括支援センター）

公民館講座『ルーシーダットン教室』
公民館講座『かんたんスマホ教室』
すこやか運動教室
お遊び教室『アンヘル』（乳幼児向け）
公民館講座『かんたんスマホ教室』
食生活改善推進協議会『きんとん会』
すこやか運動教室
出張総合相談（深堀・香焼地域包括支援センター）

長崎バス
（茂里町ココ
ウォーク行）

伊王島地域センター

閉 庁

伊王島開発総合センター

休 館

伊王島ふれアイランド

休 館

伊王島診療所

休 診

ヴィラ・オリンピカ伊王島

開 館

伊王島灯台記念館

開 館

伊王島小・中学校体育施設

使用できません。

燃やせないごみ
資源ごみ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装

最後
12/29(水)

伊王島開発総合センター

船津生活館

公民館講座『簡単！おいしいキムチ作り』②

市施設 （12/29～1/3）

燃やせるごみ

所

公民館講座『簡単！おいしいキムチ作り』①

年末年始のお知らせ

ごみ収集
最後
12/30(木)

場

コミュニティ
バス
（伊王島線）

最初1/6(木)
最初1/5(水)

伊王島開発総合センター

大明寺教会集会室

公共交通機関等
水
12/29
※年末年始・元日ﾀﾞｲﾔ
木
12/30
については、12月25日
金
12/31
頃に各バス停へ黄色い
土
1/1
時刻表が掲示されます。
日
1/2
月
1/3
水 通常ダイヤ
12/29
木 通常ダイヤ
12/30
金 日祝日ダイヤ
12/31
土 元日ダイヤ
1/1
日 特別ダイヤ
1/2
月
1/3

※詳しくは、長崎バスホームページでご確認ください。
https://www.nagasaki-bus.co.jp/bus/
高速船
（野母商船）

1/1～3 正月ダイヤ
※詳しくはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご確認ください。
http://www.nomo.co.jp/

土・日・祝日及び夜間の緊急時の連絡は次のとおりお願いいたします。
●市政に関するお問合せ⇒長崎市コールセンター「あじさいコール」☎822-8888（8:00～20:00）
●高速船欠航等に関するお問合せ
⇒ 野母商船株式会社 ☎８２６-６２３８
●市営住宅に関するお問合せ ⇒指定管理者 ㈱トラスティ建物管理・㈱三山不動産共同企業体
☎８９２‐１１３２（月～金8：30～17：30）
☎８２８-０２０１（夜間17：30～8：30 土日祝日、年末年始）
●伊王島大橋通行止め等に関するお問合せ ⇒ 長崎県長崎振興局道路維持課 ☎844-2181（代表）
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