
三和エリアの行政情報をピックアップしてお知らせします

令和５年３月号 （不定期発行）

三和地区人口世帯数 令和4年12月末現在
≪人口≫ 9,515人（男4,455人 女5,060人）
≪世帯数≫ 4,852世帯

春の引っ越しシーズンにあわせて、三和地域
センターの窓口を臨時開庁します。平日に来庁
できない方にも便利です。

※他の市町村に問い合わせが必要な手続きなど、一部
お取り扱いができないものがあります。詳しくは事前に
お問い合わせください。

●開庁日時●
3月26日（日）、4月2日（日）
（いずれも8：45～17：30）

●臨時開庁時に届出ができるもの●
・住民異動届（引っ越しのお届け）
・戸籍届（出生届、婚姻届など）
・戸籍、住民票に係る各種証明書の交付
・印鑑登録（証明書交付を含む）
・マイナンバーカードの申請・交付
※交付には予約が必要です
・国民健康保険関連手続き（加入など）
・児童手当及び児童扶養手当の手続き
・子ども、ひとり親家庭及び寡婦福祉医療の手続き
・市税に係る証明書の交付
※一部交付できないものがあります
・市税等の納付

来庁時はマスクを

着用してください

【ごみステーションに出す場合】
一度に出せるごみは、1種類につき3袋までです。

【粗大ごみを出す場合】
三和地区指定業者 森田清掃 ☎ 892-2350

指定業者に電話して、粗大ごみの品目・大きさ・数量（2個まで）をお伝えください。
品目に応じたステッカーの金額、収集日をご案内します。

※自分で処理場に持ち込む場合は次の【多量のごみを出す場合】を参照してください。

【多量のごみを出す場合】
①自ら処理場に搬入

地域センターの窓口で「搬入券」を受領後、処理場に搬入してください。
②専門業者に依頼
一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に直接依頼してください。

※市では回収できないごみ※
長さ2ｍ以上、重さ60㎏以上、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、産業廃棄物、リチウムイオン電池等の小型
充電式電池、消火器など

ごみの出し方が
わからないときは…

あじさいコール

☎ 822-8888

引っ越しや模様替えなど、何かと忙しいシーズン。
ごみの出し方をおさらいしておきましょう。

引っ越しのごみ、どうしたらいいの？

3/26(日)・4/2(日)に臨時開庁します



スマホやタブレットで、初め
ての動画編集に挑戦してみませ
んか。お孫さんの成長記録や旅
行の様子をまとめたオリジナル
動画を作れるようになるかも？

▶日時 4/8・22、5/13・27
全４回 いずれも土曜日
10：00～12：00

▶講師 中村星太（Ｂ Lab長崎）

ほか

▶締切 3/16（木）

▶備考 秋講座で継続開催予定

アートフラワーと折り紙の
技術を融合させた「和紙の花
ORIART」。リアルで美しいお
花作りをいっしょに楽しみま
しょう。

▶日時 5/12（金）
13：30～15：30

▶講師 宮本 眞理子
（おりがみアーティスト）

▶材料費 1,000円

▶締切 3/16（木）

和紙の花
ＯＲＩＡＲＴ（オリアート）

＼シニア向け／

初めての映画づくり

若い人に人気のピップホップ
ダンスでリフレッシュ！気持ち
も体も若返るかも。若手ダン
サーが丁寧に教えます。

▶日時 8/24（木）
10：00～12：00

▶講師 中島 竜樹
スペース☆ユニオン
インストラクター

▶締切 7/6（木）

＼シニア向け／

ヒップホップダンス

✔三和公民館の注目講座をピックアップ！

春・新しいコト
はじめてみよう 公民館講座受講生募集

講座名・講師（敬称略） 日程 備考

■薬草で健康
（古野 節子）

4/4.11.18.25(火)
10：00～12：00

申込締切：3/16(木)
受講料：2,000円（4回分）

■楽楽体験 スマホセミナー
（ソフトバンク認定講師）

4/6(木) ※2回開催
①10：00～/➁13：30～

申込締切：3/16(木)
①➁は同じ内容
スマホなくても参加OK

■長崎歴史探訪
（山口 広助）

4/7.14.21(金)
13：30～15：30

申込締切：3/16(木)
受講料：1,500円（3回分）

■己書
（益永 直子）

4/15(土)
10：00～12：00

申込締切：3/16(木)
材料費：800円

■樂笑スクエアステップ運動
（江頭 郁子）

4/19.26、5/10.17(水)
13：30～15：30

申込締切：3/16(木)
会場：三和体育館

■ふるさと歴史散策
（村崎 春樹）

5/16.23.30(火)
10：00～12：00

申込締切：4/13(木)

■バウンドテニス
（塘 俊昭）

5/31、6/7.21.28、7/5(水)
13：30～15：30

申込締切：4/20(木)
受講料：1,500円（5回分）
会場：三和体育館

■ｅ-エクササイズ
（松浦 亜紀子）

5/25、6/1.8.15.22.29
7/6.13(木) 13：30～15：30

申込締切：4/27(木)
会場：三和体育館

■時短・かんたん料理教室
（髙比良 依子）

6/1.15.29(木)
10：00～12：00

申込締切：5/11(木)
材料費：4,000円（3回分）
会場：健康づくりセンター

✔講座のラインナップをチェック！
◆三和公民館（布巻町88-1 ☎892-1919）

( )



講座名・講師（敬称略） 日程 備考

■絵画教室
（濵﨑 彰）

6/2.9.16.23(金)
10：00～12：00

申込締切：5/11(木)
受講料：2,000円（4回分）

■ゲームで楽しむ英会話
（辻 真須美）

6/3(土)
10：00～12：00

申込締切：5/11(木)
対象：小学5年生以上

■「切り絵の世界」体験
（松本 和昭）

6/13(火)
13：30～15：30

申込締切：5/11(木)
材料費：100円

■四季を感じる心のうた
（松本 和昭）

6/27(火)
13：30～15：30

申込締切：5/11(木)

■楽しいパン作り教室
（松尾 和実）

Ａ：6/30、7/28(金)
Ｂ：7/14、8/4(金)
いずれも10：00～13：00

申込締切：5/25(木)
材料費：1,200円（2回分）
※ABどちらも同じ内容

■珈琲手焙煎体験
（kibunya ナナ）

7/7(金)
10：00～12：00

申込締切：6/1(木)
材料費：1,500円
会場：健康づくりセンター

■健康体操
（高比良 順子）

7/19.26、8/2.9.23(水)
13：30～15：30

申込締切：6/1(木)
会場：三和体育館

■名作映画館 4月～8月の第3木曜日
13：30～15：30

申込不要

◆三和公民館（つづき）

◆その他の施設

施設名 講座名・講師（敬称略） 日程 備考

川原地区
公民館

■基礎から学べるスマホセミナー
（ソフトバンク認定講師）

4/28、5/12.19.26(金)
13：30～15：30

申込締切：4/8(土)

■健康体操 ルーシーダットン
（川原 みき）

6/9.16.23.30
7/7.14(金)
13：30～15：30

申込締切：5/31(木)

為石地区
公民館

■スマートフォン講座～基本操作～

（ソフトバンク認定講師）
4/18(火)
10：00～12：00

申込締切：4/4(火)
スマホなしでも参加ＯＫ

■スマホの楽しみ広げよう
（中村 星太 ほか）

5/9.16.23.30(火)
10：00～12：00

申込締切：4/28(金)
スマホを持参

晴海台地区
ふれあい
センター

■e-エクササイズ
（柴田 栄子）

5/5.19、6/2.16(金)
13：30～15：00

随時申込可

■楽しい囲碁教室
（深堀 暢師）

4～6月の毎週水曜日
申込締切：3/26(日)

■ポールエクササイズ
（柴田 啓子）

4/14(金)
13：30～15：00

随時申込可

【公民館講座の申込方法】

〇講座を主催するそれぞれの施設窓口へ、直接または電話でお申し込み
ください。（三和公民館の講座を受講する場合は、決定通知用として
はがきを１枚ご準備ください。）
〇新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、変更・中止となる場合が
あります。



【発行元】長崎市三和地域センター

〒851-0403

長崎市布巻町111-1

ＴＥＬ：892-1111

E-mail sanwa@city.nagasaki.lg.jp

【対応策】
●SMS で不在通知が届いても、記載されている URL にアクセスしてはいけません。電話窓口や公式
ホームページ等で、宅配便業者の正式なサービスか調べ、真偽を確認しましょう。

●URL にアクセスしてしまった場合は、不審なアプリがインストールされていないか確認しましょう。また、
ID やパスワード、暗証番号等の個人情報を入力してはいけません。

宅配便業者の不在通知を装って送られてくる SMS（ショートメッセージサービス）に、偽サイトに誘導するた
めの URL が記載されており、アクセスしたことにより、自分のスマホが不正利用されるという被害が起きてい
ます。 困ったときは、長崎市消費者センター（☎ 829-1234）にご相談ください。

スマホに届いた宅配便の「不在通知」…待って！それ詐欺かも？

長崎南環状線に関する工事の

お知らせ

現在、長崎県で整備を進めております長崎南環状
線（新戸町～江川町工区）において、このたび、令和
５年春ごろより、（仮称）江川トンネルの工事に着手す
ることとなりましたのでお知らせします。
（仮称）江川トンネルは、江川交差点から掘り始め、
鹿尾ダム付近までの約2.1ｋｍのトンネルで、工事期
間は約4年間を予定しています。

トンネル掘削土の大半は、為石浄水場跡地への
搬入を計画しています。現在、詳細な搬入方法に
ついて検討をしており、決定次第お知らせします。
地区の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力のほどよろしくお願いします。

（仮称）江川トンネルの工事が
始まります

トンネル掘削土は為石浄水場跡地の
埋め立てに使います

事業の概要や工事の
進捗をホームページ
で公開しています

【問い合わせ】
長崎県 長崎振興局
道路建設課 ☎ 844-2187

長崎友愛病院ほかで

合同災害訓練を実施します

大規模災害の発生を想定した訓練を次の通り実
施します。訓練当日は会場付近の混雑や騒音が
予想されますが、近隣にお住いの方はご理解とご
協力をお願いいたします。

【事例】
スマホの通信費が前月より2万円ほど高かったので、携帯電話会社

に確認したところ、自分のスマホから海外にＳＭＳを送信していたと
判明した。数カ月前に「荷物を預かっている」というＳＭＳが届き、
ＵＲＬをタップした。そのときに不審なアプリをダウンロードして
しまったのかもしれない。（70歳代女性）

統一地方選挙の投票日

※投票日に投票へ行けないかたは、期日前投票をご利用ください。
期日前投票の日程・場所は「投票所入場券」裏面をご覧ください。

県議選

4/9(日)
午前７時～午後８時

市議・市長選

4/23(日)
午前７時～午後８時

４月に実施される統一地方選挙の投票日は次の
とおりです。

【日時・会場】
3月19日（日）
8：45～12：00（予定）
長崎友愛病院・長崎記念病院
【問い合わせ】
長崎みなとメディカルセンター
総務課 ☎ 822-3251


