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伊王島地域センターだより2022年5月号 ①

４月１日（金）地域センター内に図書室がオープンしました。

子どもから大人まで、自由に利用できます。

市立図書館共通の図書貸出券で本の予約貸出も

できます。ぜひ、ご利用ください。

所 在 地：長崎市伊王島町１丁目甲3271番地

電 話：095-898-2244

開 室 日：火～日（8/15~16、年末年始を除く）

開室時間：9:00 ～ 17:00

第3回「伊王島ワクワクトーク」が開催されました

今回で３回目の開催となり、これまで出された意見をもとに作った「まちづくり

計画」の素案を確認しながら、修正や追加などについて話し合いました。

話し合いの最後には、各グループから伊王島の

「目指す将来像」を出し合い、投票の結果「住みたい

行きたい つながりたい みんなが大好き伊王島」が

２４票を獲得し一番人気でした。

３月２８日から伊王島

駐在所で勤務することに
なりました。
地域の住民の皆さまの

ために頑張りますのでよ
ろしくお願いします。

伊王島駐在所に新しく赴任された
お巡りさんの紹介 ●富永 修生（とみなが のぶお）

4月1日付の人事異動で、伊王島地域

センターを離任することになりました。

新しい勤務先は、中央総合事務所の

地域福祉課になります。

平成28年度の伊王島行政センター時代から6年間、
職員並びに住民の皆さまから数多くの叱咤激励を

受けながら伊王島での勤務を無事勤め終えました。

伊王島での経験を活かし、新天地でも頑張ります。

6年間お世話になりました。

人事異動の紹介（伊王島地域センター）

●篠﨑 祐介 (しのざき ゆうすけ）巡査部長

🌸 地域センターに図書室オープン 🌸

これからは、まちづくり計画、組織体制、事業計画及

び予算等について課題検討会で協議して決定することに

なります。伊王島地区では、地域の各種団体が連携し活

動するコミュニティ連絡協議会の設立を目指しています。



詳しくは、あじさいコール（☎822-8888）へお問い合わせください。

「交通費助成登録確認通知書」が届きますので、登録したカードの番号を確認
し、バス・路面電車をご利用ください。利用実績に応じて5千円分までのポイン
トを交付します。あらかじめ、市から5千ポイントを交付したり、5千円のチャージ
を行う助成制度ではありません。
●ポイントの交換は、次の場所で可能です。
[ｴﾇﾀｽＴｶｰﾄﾞ]：長崎バス 新地ﾀｰﾐﾅﾙ・柳営業所など、各地域センターなど
[ニモカ]：長崎電気軌道 西浜町臨時発行所など、県営バス 長崎駅前ﾀｰﾐﾅﾙなど

引換券（ハガキ）が届いたかたは、地域センターにお持ちいただき、船
券、タクシー券、島内ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽなどの利用券と引き換えてください。

伊王島地域センターだより2022年5月号 ②

☆エヌタスTカードは伊王島地域センター窓口に設置されたポイント交換機で
ポイントを交換できるようになりましたのでご利用ください。

交通費助成のお知らせ 高齢者すこやか支援課／障害福祉課

利用券（紙）を
希望のかた

バス・路面電車の利用（ICカード）助成を希望するかた（エヌタスTカードかニモカ）

【令和4年度当初予算】伊王島に関係する予算の一部を紹介します。

事 業 名 所 属 名 予算額
（千円）

事 業 概 要

地域振興対策費
地域おこし協力隊事業費 伊王島地域センター 4,000

都市地域から地域活動に関心のある人材を
受け入れ、新たな地域の担い手として地域
活性化に取り組んでもらうための経費

道路橋りょう維持費
生活道路環境改善費

（総合事務所）

南総合事務所
地域整備課

12,341
市道、里道など、生活道路の維持補修や改
善に要する経費

【単独】過疎対策事業費
伊王島循環線

南総合事務所
地域整備課

30,000伊王島循環線道路改良などに要する経費

【補助】道路新設改良事業費
道路メンテナンス事業

土木防災課 26,600

経年劣化した橋梁、道路危険個所（暗渠）
の補修・補強等の調査委託業務委託や補修
工事を実施するための経費
・後ロ平（うしろびら）橋

都市交通対策費
離島航路維持対策費

公共交通対策室 45,239
離島航路を維持するため、運航事業者へ運
航事業費の支援を行うための経費
・長崎～伊王島～高島航路

都市交通対策費
コミュニティバス運行費

公共交通対策室 12,810
合併地域の移動の利便性を確保するため、
既存路線バスを補完するコミュニティバス
を運行するための経費

【補助】既設公営住宅改善
事業費

住宅課 48,100塩町アパート6号棟外壁改修工事



伊王島地域センターだより2022年5月号 ③

講 座 名 月 日 時 間 内 容 等

チューニング

ルーシー教室

4/5～3/7

＊月1回 (火)

10:00
～
12:00

身体をゆるめ腹圧を高めて体幹を整えるコア
チューニングとタイ式ヨガルーシーダットン
を組み合わせた独自の健康教室です。
＊受講料：無料

かんたんスマホ教室
4/8～3/17

＊月2回 (金)

9:45
～
12:00

スマートフォンの使い方を知って、より楽し
く便利に！スマートフォンを持っていないか
たも受講できます。
＊受講料：無料

防災クッキング 5/28 (土)
10:00
～
12:00

災害時でも食べ慣れたものを食べることがで
きるよう、備蓄食品を活用したパッククッキ
ングを学びます。
＊受講料：材料費（400円程度）

タイダイ染め

体験教室
6/25  (土)
9/10  (土)

13:30
～
15:30

安価で敷居の低いDIYとして人気のタイダイ
染めを行います。
＊受講料：材料費（1,000円～1,500円程度）

親子で

防災クッキング
7/23  (土)

10:00
～
12:00

ビニール袋、鍋、水、コンロを使って簡単に
できる調理方法を学びます。
夏休みの自由研究にピッタリ！
＊受講料：材料費（300円程度）

簡単！おいしい！

キムチ作り

1月下旬

（土）

13:30
～
15:30

キムチにまつわる話をしながら、家庭で簡単
にできる本格キムチを作ります。
＊材料費（未定）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊受講生募集 ～公民館講座～

令和４年度の公民館講座がスタートします。新しい講座も加わり、どの
講座も楽しみながら学んでいく内容となっております。

興味のあるかたは、是非この機会に受講してみませんか。

なお、先着順となりますので、お早めに申し込みください。

【場所：伊王島開発総合センター】

【申し込み・問合せ】伊王島地域センター８９８－２２１１（担当：本村、森山）

対象者： [定期健康診断] 被爆者健康手帳または第一種健康診断受診者証をお持ちのかた

[第二種健康診断] 第二種健康診断受診者証をお持ちのかた

日 時： ５月２６日（木）・２７日（金） １３：３０～１５：３０

場 所： 伊王島開発総合センター

持ってくるもの： [定期健康診断] 被爆者健康手帳または第一種健康診断受診者証

[第二種健康診断] 第二種健康診断受診者証

被爆者のかたなどの健康診断（伊王島地区）のお知らせ



伊王島地域センターだより2022年5月号 ④

日 時 行 事 名 等 場 所

５/10(火) 13:30~15:00 すこやか運動教室

伊王島
開発総合センター

５/11/(水) 9:30~11:00 婦人がん検診

5/13、20(金) 9:45~12:00 公民館講座『かんたんスマホ教室』

５/17(火) 10:00~12:00 公民館講座『チューニングルーシー教室』

５/18(水) 10:00~11:30 お遊び教室『アンヘル』（乳幼児向け）

５/20(金) 10:00~12:30 食生活改善推進協議会『きんとん会』

５/24(火) 13:30~15:00 すこやか運動教室

5/27(金) 13:00~14:30 出張総合相談（深堀・香焼地域包括支援センター） 船津生活館

５/28(土) 10:00~12:00 公民館講座『防災クッキング』

伊王島
開発総合センター

6/3、17(金) 9:45~12:00 公民館講座『かんたんスマホ教室』

６/7(火) 10:00~12:00 公民館講座『チューニングルーシー教室』

６/14(火) 13:30~15:00 すこやか運動教室

６/15(水) 10:00~11:30 お遊び教室『アンヘル』（乳幼児向け）

６/17(金) 10:00~12:30 食生活改善推進協議会『きんとん会』

６/24(金) 10:00~12:00 公民館講座『便利なアプリ講座』

６/24(金) 13:00~14:30 出張総合相談（深堀・香焼地域包括支援センター） 大明寺

６/25(土) 13:30~15:30 公民館講座『タイダイ染め体験教室』
伊王島
開発総合センター

６/28(火) 13:30~15:00 すこやか運動教室

5・6月の行事予定 ※感染症拡大により予告なく延期または中止する場合があります。

土・日・祝日及び夜間の緊急時の連絡は次のとおりです。

●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）


