
伊王島地区（令和4年7月末日現在）
人口：655人（男：305人、女：350人）世帯数：437世帯

伊王島地域センターだより2022年9月号 ①

全国各地で新型コロナウイルスの感染が猛威を振るっています。さらに変異株は
強い感染力を有しています。特に高齢者は重症化するリスクが高いことから、私た
ちはより慎重に行動することが重要です。また、これからの季節はインフルエンザ
対策も含め、感染症対策の基本を徹底し、これまで以上に感染拡大の防止に努めま
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TwitterのQR

感染拡大防止へのご協力をお願いします！

!新型コロナ

ウイルス

ワクチン接種後も「場面に応じた適切なマスクの着用」や「手洗い」「３密
（密接・密集・密閉）回避」などを徹底しましょう！

正しく使おうマスク！ 会話時は必ず着用！

・鼻出しマスク×あご出しマスク×

・着けたら外側は触らない

・ひもを持って着脱

・品質の確かな、できれば不織布を

こまめにしよう手指消毒！
こんなタイミングでは必ず！

・共用物に触った後

・食事の前後

・公共交通機関の利用後など指先・爪の間・指の間や手首も
忘れずに洗いましょう！

目指そう！ゼロ密！

マスクなし× 大声× 大人数× 近距離× 換気が悪い× 狭い場所×
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マスク着用に
ご協力お願いします。

手指消毒をお願いし
ます。

間隔をあけましょう。
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しょう。まず、家庭内においては、家族みんなが触れるリモコン、スイッチ、ドアノブ、トイレなどはこ
まめな消毒を徹底し、数分間程度でも換気を日課にしましょう。
通勤通学時においては、なるべく他者との間隔をとったり、至近距離での会話を減らすなど、一人ひと

りが行動に気を配り、感染リスクの低下を目指しましょう！！

●申込締切／令和４年10月21日（金）

●作品搬入／令和４年10月28日（金）

●搬入場所／伊王島町文化協会事務局

（伊王島地域センター内）

作品出展を希望されるかたは事務局まで
お問い合わせください。

伊王島文化祭（作品展）について

伊王島文化祭は作品展のみ開催します！
※新型コロナウィルス感染拡大防止のためステージ発表は行
いません。

ポイント

ポイント

一つの密でも避けよう！

開 催 日 令和４年10月30日（日）

開催時間 午前9時～午後5時

開催場所 伊王島開発総合センター

お問い合せ／伊王島町文化協会事務局 ☎095-898-2211（担当：島内・本村）



ご協力いただきたい商品は未開封で賞味期限まで１か月以上ある
常温保存の食品に限ります。お米、パスタ・素麺等の乾麺、粉ミルク・

離乳食、お菓子、のりなどの乾物、缶詰、レトルト食品、インスタント食
品・調味料（しょうゆ、食用油等）などです。

伊王島地域センターだより2022年9月号 ②

フードドライブをご存じですか？

新型コロナウイルスワクチン追加接種（4回目）

伊王島診療所では現在、新型コロナウイルスワクチン接種（4回目）を実施しています。接種券
が届いたかたは電話での予約をお願いします。（予告なく接種終了する場合があります。）

新型コロナウイルスワクチン3回目接種から5か月以

上経過した以下のかたが対象です。

・60歳以上のかた

・18～59歳の基礎疾患を有するかた、その他重症

化リスクが高いと医師が認めるかた

・18～59歳の医療従事者等及び高齢者施設等の

従事者

伊王島国民健康保険診療所 (☎095-898-2300)の診療は次のとおりです。
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                       
※新型コロナウイルスワクチン接種のお問い合わせは☎0120-095827（無料）

ご来院の皆様へ『新型コロナウイルス感染対策ご協力』のお願いです。

※次の症状があるかたは院内には入らず、診療所の正面玄関右側に設置しておりますインター
ホンよりお申し出ください。（○３７．５度以上の熱があるかた ○新型コロナウイルス感染
症患者またはその疑いのある患者と接触されたかた○１か月以内に、感染症流行地域へ行った
ことがあるかた）

フードドライブとは、各家庭で使いきれない未使用の「もったいない食品」や「余っている食品」を
学校、地域、職場などが窓口となって回収し、それらをまとめてフードバンク団体に提供する活動です。
長崎市では「廃棄物対策課」及び「サステナプラザながさき」において、フードドライブ活動を行っ

ており、市民の皆様から提供された米や缶詰などの食品を一時的に預かり、一定量集まったところで、
フードバンク活動を行う団体に提供しており、市民と団体をつなぐ窓口のひとつとして活用されていま
す。

１０月は食品ロス削減月間として、伊王島地域センターにおいてフー
ドドライブコーナーを設けます。食品の寄付にご協力をお願いします！

「もったいない食品」を「ありが
とう！」に変えましょう♪

受付場所 曜日・時間

市役所廃棄物対策課
長崎市桜町2番22号（別館4階）
☎095-829-1159

月曜日～金曜日 午前8時45分～午後5時30分
※祝日は除く

サステナプラザながさき
長崎市万才町10番16号ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ川上2階
☎095-895-5541

火曜日～土曜日 午前10時00分～午後6時00分
日曜日 午前11時00分～午後4時00分
※月曜日・祝日は休館

【常設の取扱窓口】

お問い合わせは長崎市廃棄物対策課 ☎095-829-1159

設置場所 伊王島地域センターロビー
日 時 令和4年10月28日（金）

午前10時00分～午後4時00分

接種券が届いたら伊王島診療所
（☎095-898-2300）へ電話での
予約をお願いします。

【接種当日に持参するもの】

①接種済証・予診票（予診票は事前に
記入をお願いします。）

②本人確認書類（健康保険証、マイナ
ンバーカード、運転免許証など）

③お薬手帳

電話で予約



伊王島地域センターだより2022年9月号 ③

マイナポイント第２弾 ～最大20,000円分のマイナポイント付与～

マイナンバーカードの申請方法！！

交付申請書をお持ちのかたは・・・

❶スマートフォンで申請（①スマホで顔写真を撮影。②スマホで交付申
請書のQRコードを読み取る。③申請用WEBサイトでメールアドレス登録。
④申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、顔写真を登録、必要事項を入
力して申請完了。）

❷郵便で申請（①交付申請書に必要事項を記入し、6か月以内に撮影した
顔写真を貼り付けて郵送し、申請完了。）

※交付申請書をお持ちでないかたは本人確認書類（運転免許証、パスポー
ト等）をご持参のうえ、地域センターの窓口へお越しください。

※１ マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレスサービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。

※２ マイナンバーカードをすでにお持ちのかたのうち、マイナポイント第１弾の未申込者も含みます。

※３ 健康保険証利用申込み情報や公金受取口座登録情報を確認後、マイナポイント申込で選択した決済サービスに

ポイントが付与されます。

令和4年10月23日（日）『第10回ツール・ド・ちゃんぽん in

長崎のもざき恐竜パーク』が開催されます。今年のスタート・

ゴール地点は長崎のもざき恐竜パークです。野母半島を舞台に、

全国各地から集まった選手の皆さんがサイクリングを通して自然

を満喫し、地域の人々と交流・親睦を深めます。

伊王島はコースの折り返し地点になっていますので、競技中は

車両等の通行の際、事故が無いよう十分ご注意ください。

みなさま！沿道からの応援をよろしくお願いします！

マイナンバーカードの

新規取得等で

5,000円分

健康保険証としての

利用申し込みで

7,500円分

公金受取口座の

登録で

7,500円分

本人確認書類・

各種書類取得に便利
医療ますます便利

給付金の受け取りが

スマートに！

＋ ＋

いいこと① いいこと② いいこと③

※1、2 ※3 ※3

マイナポイントはスマートフォンで申込ができます。地域センターでもマイ

ナポイントの申込ができますので、マイナンバーカード等を持参の上、お越し

ください。まだ、マイナンバーカードをお持ちでないかたはこの機会にマイナ

ンバーカードを作りませんか？

第10回 ツール・ド・ちゃんぽん in 長崎のもざき恐竜パーク

【開催日時】令和４年１０月２３日（日） ９：３０～１７：３０

【開催場所】長崎のもざき恐竜パーク（野母崎）～高浜～三和（蚊焼）

～深堀～香焼～伊王島（折り返し）～香焼～深堀～土井首

～三和（布巻～為石～川原）～脇岬～樺島～権現山

～長崎のもざき恐竜パーク（野母崎)
お問い合わせはツール・ド・ちゃんぽん実行委員会 ☎095-881-7090



伊王島地域センターだより2022年9月号 ④

日 時 行 事 名 等 場 所
9/2(金) 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9/6(火) 10:00~12:00 公民館講座『チューニングルーシー教室』

9/6(火) 10:00~12:00 船津いきいきヘルス 船津生活館

9/9(金) 9:30~15:00 特定健診・がん検診

伊王島
開発総合センター

9/10(土) 13:30~15:30 公民館講座『タイダイ染め体験教室』

9/13(火) 13:30~15:00 すこやか運動教室

9/16(金) 9:45~12:00 公民館講座『かんたんスマホ教室』

9/16(金) 10:00~12:30 食生活改善推進協議会『きんとん会』

9/21(水) 10:00~11:30 お遊び教室『アンヘル』（乳幼児向け）

9/27(火) 13:30~15:00 すこやか運動教室

9/30(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

10/4(火) 10:00~12:00 船津いきいきヘルス

10/4(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

10/7(金) 9:45~12:00 公民館講座『かんたんスマホ教室』

10/8(土) 10:00~12:00 公民館講座『親子で防災クッキング』

10/11(火) 13:30~15:00 すこやか運動教室

10/19(水) 10:00~11:30 お遊び教室『アンヘル』（乳幼児向け）

10/21(金) 9:45~12:00 公民館講座『かんたんスマホ教室』

10/21(金) 10:00~12:30 食生活改善推進協議会『きんとん会』

10/25(火) 13:30~15:00 すこやか運動教室

10/28(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

※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」☎095-822-8888（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 ☎095-826-6238
●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

☎095-892‐1132（月～金 8：30～17：30）

☎095-828-0201（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 ☎095-844-2181（代表）

9・10月の行事予定

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 発行日：令和4年9月1日

公民館講座の様子 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

『かんたんスマホ教室』の様子をお届けします！

身近な手続きのデジタル化が進む中、機器の操作に不慣れなか

たにとっては、思うように操作ができずに困っていることが多い

のではないでしょうか。教室ではスマートフォンの使い方を知っ

て、より楽しく便利にそして生活に活用していけるよう学習して

います。7月はマイナポイントの申請に挑戦！マイナポイントア

プリをダウンロードして、各々の情報を入力し、ポイントをゲッ

トすることができました！（『かんたんスマホ教室』は講座途中

の回からも参加できます。）

【申し込み・問い合せ】伊王島地域センター０９５－８９８－２２１１（担当：本村、森山）


