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伊王島地区（令和4年5月末日現在）
人口：660人（男：305人、女：355人）世帯数：441世帯

TwitterのQR

災害に備えましょう !

長崎大水害の発生から今年で４０年を迎えます。近年は記録的な大雨や台風などによる自然災害
が全国各地で多発し、大きな被害をもたらしています。日頃から「防災」に対する意識を持って、
家族やご近所同士で、避難する場所や避難経路を確認し、災害に対する準備をしましょう！

指定避難所図

地域

伊王島地区の
指定避難所

伊王島開発総合センター
（伊王島町1丁目甲3272番地）
室

塩町集会室

馬込生活館

（伊王島町2丁目800番地）

（伊王島町2丁目2047番地）

※避難所には毛布とマットしかありません。水や食料は各自で準備してください。
※開設していない避難所に避難したいときは、長崎市コールセンター「あじさいコール」
（☎095-822-8888 ※午前8時から午後8時まで）へお電話ください。

備蓄品の準備
水
（１人１日３L 最低3日分）

早めの避難

食料品

★

懐中電灯・ラジオ◆
ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞｯﾃﾘｰ

◆ 自主避難
避難指示が出されていなくても、危険な場所にいる場合、避難に時間がかかる場合は、
早めに安全な場所に自主的に避難してください。（飲料水、食料など持参）
◆ 避難指示で必ず避難
避難指示が出されたら速やかに避難所または指示された場所に避難してください。
◆ 私の（マイ）避難所 を考えておきましょう！
頑丈な建物で風が当たりにくい安全な場所にあるホテルや知人宅、兄弟、親戚宅なども
避難所となりえます。日頃から家族で話し合い、自分の避難場所を考えておきましょう！

村井信二（むらい しんじ）先生～伊王島診療所医師のご紹介～
村井信二先生は、離島医療や地域医療に関心を持たれ、
ながさき地域医療人材支援センターを通して医師募集に
応募され、令和4年6月1日より伊王島診療所に勤務され
ています。地域住民の多くは高齢者で、診療所は私たち
にとって、なくてはならない存在です。
内科診療時間 月曜日～金曜日 9：00～17：00（12：00～13：00除く）
歯科診療時間 毎週金曜日
9：40～17：00（12：00～13：00除く）
休 診 日
土・日曜日、休日、12/29～翌年1/3
伊王島国民健康保険診療所 ☎095-898-2300

６月１日か
ら伊王島診療所
に勤務している
村井です。精一
杯頑張りますの
でよろしくお願
いします!
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これからの季節は熱中症に注意しましょう！
「新しい生活様式」の中～熱中症予防５つの心得～

① 暑さを避け体調が悪いとき

④ のどが渇いていなくても
こまめに水分補給

は涼しい場所へ
涼しい服装
日傘・帽子

１日あたり
１．２リットル

② 暑い日はエアコン等を使用

⑤ 日頃からからだづくりと
体調管理

扇風機や
換気扇を併用

適度な運動
定時の体温測定

③ マスクを着けたまま激しい

運動は避けましょう
人と十分距離を取
りマスクを外す

２ⅿ以上

伊王島小学校３・４年生が町探検♪～伊王島図書室～
5月20日、伊王島小学校の3・4年生が「町探検」の授
業で図書室を訪れました。昔の伊王島の写真を見たり、そ
の頃の話を聞いたり、興味いっぱいの子どもたちでした。
ﾘﾆｭｰｱﾙした図書室でたくさん学べたかな？
図書室ではお勧めの本も揃えています！市立図書館共通
の図書貸出券で予約貸出もできます。
是非、ご利用ください！！

手作り名刺
の交換♪♪

所 在 地 伊王島地域センター内（伊王島町1丁目甲3271番地）
開室時間 9：00～17：00
休 室 日 月曜日、8/15～16、12/29～翌年1/3 ☎095-898-2244

昭和時代の
伊王島だよ♪♪

家族介護教室の開催
『介護の仕方はこれでいいの？』『今後のために介護について勉強したい』『介護の
ｽﾄﾚｽをﾘﾌﾚｯｼｭしたい』など、介護への疑問や不安を解消するための教室を開催します!
対象者
場 所
日 時
講 師
参加費
※

介護に関心のあるかた、在宅で介護をしているかた、
家族の介護をする予定のかた（定員20名）
介護者の一人となり得る「住
伊王島開発総合ｾﾝﾀｰ（長崎市伊王島町1丁目甲3272） 宅改修」「福祉用具」「自助
令和4年7月15日（金）14時～15時30分
具」について体感し活用方法
塚原 裕輔 氏（ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴｲｼﾞﾌﾘｰｼｮｯﾌﾟ長崎）
を知ろう！
※講話後、交流会を行います。
江口 智宏 氏（ﾍﾞｽﾄｹｱ長崎）
無料

参加申し込み・お問い合わせは 深堀・香焼地域包括支援センター ☎095-895-7007
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7月3日（日）

伊王島地区

地区名

市民大清掃

開始時刻

当日の作業については、各自治会長の
指示に従ってください。

馬込地区

ミサ終了後

仲・塩町地区

午前８時３０分

船津地区

午前８時

大明寺地区

午前９時

7月9日（土）海開き
遊 泳 期 間

※雨天時は7月10日（日）に順延

熱中症等の対策ととも
に新型コロナウイルス感
染拡大防止に努めながら、
清掃作業を行いましょ
う！

伊王島海水浴場

COSTA・DEL・SOL(ｺｽﾀ・ﾃﾞﾙ・ｿﾙ)

7月 9日（土）～ 8月31日（水）

利 用 時 間 9：00～17：00
桟敷利用料金

大人：410円、高校生：200円、中学生以下無料、長崎市在住65歳以上無料

問い合わせ：i＋Land nagasaki(ｱｲﾗﾝﾄﾞﾅｶﾞｻｷ)

VILLA

OLIMPICA

☎ 095-898-2202

～ヴィラオリンピカ～

ﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ

卓球やバドミントン、バブル相撲、アーチェリー、サッ
カーとダーツを組み合わせたフットダーツなど自由に遊べ
バブル相撲

る１２種のスポーツを是非体験してみませんか。

アーチェリー

なんと伊王島にお住まいのかたは入場料無料！（伊王島
在住のかたのご利用の際は必ず住所が記載された免許証や
保険証を受付にご提示ください。）
利用時間

10:00～18:00

利用料金

宿泊者

問い合わせ

i＋Land

ボルダリング

無料、日帰りお一人様

500円（時間制限有）

nagasaki(ｱｲﾗﾝﾄﾞﾅｶﾞｻｷ)

７月６日（水）温泉無料開放日

ボッチャ

☎ 095-898-2202

卓球・ボッチャ

フットダーツ

～伊王島在住のかた限定～

７月６日（水）伊王島在住のかた限定で温泉を無料開放します！ご利用の際は必ず住
所が記載された免許証や保険証等を受付にご提示ください。
【対象施設】Ark Land Spa温泉大浴場、天然温泉ユユスパ、MINATO SPA岩盤TERRACE
問い合わせ

伊王島夏まつりペーロン大会

i＋Land nagasaki(ｱｲﾗﾝﾄﾞﾅｶﾞｻｷ)

伊王島ふれあい運動会

☎ 095-898-2202

～中止のお知らせ～

白熱したレースが繰り広げられる伊王島ペーロン大会と地域の人々の親睦を深める伊王島
ふれあい運動会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年も残念ながら中止となり
ました。来年こそは地域一丸となって伊王島を盛り上げていきましょう！
伊王島地域センターだより2022年7月号 ③

公民館講座の様子

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊

講座の様子をお届けします！皆さん楽しみながら真剣に取り組まれています。何事にもチャレ
ンジあるのみ！きっと講座が終わるころにはスペシャリストですね。
防災クッキング

スマホ教室

★心も体もリラックス

★真剣な様子の受講生

チューニング
ルーシー教室
★スマホの画面とにらめっこ♪

★スマホの使い方を知ってより便利に!

★体幹を整えましょう！

★いざという時に役立ちます！

★最小限の材料でおいしく！

【申し込み・問合せ】伊王島地域センター８９８－２２１１（担当：本村、森山）

7・8月の行事予定

日
7/1、15(金)

時

※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。

行 事 名 等

9:45~12:00 公民館講座『かんたんスマホ教室』

場 所

7/5(火)

10:00~12:00 公民館講座『チューニングルーシー教室』

伊王島
開発総合センター

7/5(火)

10:00~12:00 船津いきいきヘルス

船津生活館

7/8(金)

10:00~12:30 食生活改善推進協議会『きんとん会』

7/12(火)

13:30~15:00 すこやか運動教室

伊王島
開発総合センター

7/22(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）

馬込生活館

7/23(土)

10:00~12:00 公民館講座『親子で防災クッキング』

7/26(火)

13:30~15:00 すこやか運動教室

8/2(火)
8/5、19(金)
8/9(火)

10:00~12:00 公民館講座『チューニングルーシー教室』
9:45~12:00 公民館講座『かんたんスマホ教室』

伊王島
開発総合センター

13:30~15:00 すこやか運動教室

8/17(水)

10:00~11:30 お遊び教室『アンヘル』（乳幼児向け）

8/23(火)

13:30~15:00 すこやか運動教室

8/26(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）

発行：伊王島地域センター 長崎市伊王島町1丁目甲3271番地 ☎095-898-2211

塩町集会室
発行日：令和4年7月1日

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）
伊王島地域センターだより2022年7月号 ④

