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【特 集】

壱岐市いきっこ留学の
「離島留学生」を募集します！
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（勝本小学校２年）
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小・中学生向け離島留学制度

壱岐市いきっこ留学の
「離島留学生」を募集します！

特集

■離島留学とは？

長崎県内には自然に恵まれた多くの離島があり、こうした「島」の環
境の中で学習できる制度として、長崎県が全国に先駆けて平成 15 年度
から「高校生の離島留学制度」を導入し、壱岐高等学校の「東アジア歴史・
中国語」コースとして離島留学制度を実施しています。このたび、本市
においても、市外から市内の小・中学校に転学を希望する児童・生徒を「離
島留学生」として受け入れる「壱岐市いきっこ留学制度」を、平成 30
年９月（２学期）から開始しました。３つの留学タイプに合わせて留学
にかかる経費の一部補助を受けることができます。

■離島留学のメリット

自然豊かな壱岐でのびのびと育ち、島の子どもたちとの交流や、島の文化・風土を知ることで視野が広がります。
環境を変えることで、新たな自分の発見や、強さが身につきます。少人数の学級の場合は先生の目が行き届き、しっ
かりとコミュニケーションのとれた教育を受けることができるなど、多くのメリットがあります。

■留学タイプと補助制度
里親留学
（子どもの単身留学）

留学タイプ
宿

泊

先

里親への委託料
実親等負担金

里

親

８万円／月

※16日未満は、2,600円／日×利用日数

４万円／月

※16日未満は、1,300円／日×利用日数

孫戻し留学
（子どもが親戚のもとに）

親子留学
（子どもが親と共に移住）

市内在住の祖父母などの親戚

親と共に移住

なし

なし

実費負担

実費負担

ホームステイ費 ４万円／月
１人目：３万円／月
※16日未満は、1,300円／日×利用日数 ２人目以降：１万円／月・人
補助金
移住費用
支援補助

なし

１人目：３万円／月
２人目以降：１万円／月・人
引越費用の2／3（限度額20万円）
新規転入者（Ｉターン）に限る。

なし

【募集対象】小学１年から中学３年までの児童・生徒（令和２年４月時点）
【募集人員】若干名

■令和２年度 離島留学スケジュール

【留学期間】令和２年４月１日から令和３年３月 31 日まで（継続可）
令和元年
10 月
11 月

９月

①

②③

①留学生募集期間
②１次審査（書類選考）
③２次審査
（面接 ※里親留学のみ）
④留学生決定
⑤留学各種手続
（転居・入学・転学）

12 月

④

１月

令和２年
２月

３月

⑤

９月２日から 10 月 25 日まで（必着）
11 月上旬
11 月下旬
12 月下旬
令和２年３月末まで
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■離島留学実績数

（単位：人）

留学タイプ

里親留学

孫戻し留学

親子留学

平成30年度

1

4

0

5

平成31年度（7月1日現在）
※継続を含む

5

4

3

12

■よくあるご質問

Q
A
Q
A
Q
A

転学する学校はどうやって決まるの？
原則、壱岐への転居先によって決定します。里親
留学および孫戻し留学の場合は、里親や祖父母等
の住まいの校区によって決定します。親子留学の
場合は、転居した住所地の校区で決定します。

里親留学の里親はどうやって決まるの？
里親はいきっこ留学制度運営委員会が公募・決定
します。

親子留学は、転勤などの仕事の都合で壱岐に
来る場合は対象になるの？
公務員の方や、市内外に事業所があり事業所間で
転勤される場合は対象となりません。

Q
A
Q
A
Q
A

合

計

留学期間は４月から翌年３月までとなっている
けど、次年度以降も継続できるの？
原則、留学期間は４月から翌年３月までの１年間
です。次年度以降、引き続き留学を希望する場合
は、いきっこ留学制度運営委員会の承認を経て継
続が可能です。

孫戻し留学のホームステイ先は祖父母以外で
もいいの？
祖父母以外でも叔父叔母等、親戚の方であれば可
能です。

親子留学は、必ず両親一緒に移住しないとい
けないの？
必ずしも両親一緒でなくても構いません。ご家庭
の状況に応じてご相談ください。

離島留学の募集要項や申込書類は市ホームページをご覧いただくか、事務局にお問
い合わせください。

里親を募集しています

里親留学は、離島留学生を受け入れていただく「里親」のご協力が
必要となります。里親を随時募集しています。市民皆様のご理解・
ご協力をお願いします。

【募 集 要 件】○里親として離島留学生を受け入れられる家庭

○受け入れた離島留学生を家庭的に健やかに養育できる環境が保
持できること

【里親の義務】実親とよく連携を図り、受け入れた離島留学生を家庭的に養育し、
健やかな成長に向かって努力すること

【里親への委託料】

委託料は、月 16 日以上は月額とし、月 16 日未満は日額とします。
○月額
○日額

１人当たり 80,000 円（内訳 実親負担 40,000 円、市補助 40,000 円）

１人当たり 2,600 円に利用日数を乗じた額（内訳 実親負担 1,300 円、市補助 1,300 円）

※学校給食費、PTA 会費、学校教材費、医療費、学用品費、衣料費、通信費、遠足、旅行経費、部活動
費およびその他留学生に係る経費は、実親負担となります。

●里親の申込書類は市ホームページをご覧いただくか、事務局にお問い合わせください。
お問い合わせ 壱岐市いきっこ留学制度運営委員会事務局 ☎0920-45-1202
お申し込み （〒811-5392 壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 壱岐市教育委員会 教育総務課）
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壱岐市政だより
敬老祝金のお知らせ

満100歳！ 長寿を祝って

市では、ご長寿のお祝いと、敬老の意を表し、福祉
の増進に資する目的で敬老祝金を支給しています。
基 準 日

問

問

市民福祉課地域福祉班 ☎48‒1116

市民福祉課地域福祉班 ☎48‒1116

満 100 歳をお迎えになり、ご長寿をお祝いします！

今年度の９月１日、
ただし 100 歳はその到達日

当該年度に 77 歳・88 歳・100 歳に達
対 象 者 する方で、基準日において市内に１年
以上住所のある方
支給時期

77 歳・88 歳は 9 月以降、
100 歳は誕生日以降

原則、本人名義の金融機関口座へ振り
支給方法 込みます。ただし、100 歳の方は市長
がお祝いに伺い、お渡しします。
77 歳
10,000 円
20,000 円
支 給 額 88 歳
100 歳 100,000 円
※今 年度に該当となる 77 歳・88 歳の方には、申請
のご案内をお送りしています。

壱岐市固定資産評価審査委員会
委員の紹介
問

総務課総務班 ☎48-1111

任期満了に伴い、本年５月 19 日付けで４名の方
が議会の同意を得て、壱岐市固定資産評価審査委員
会委員に選任されました。固定資産評価審査委員会
は、固定資産課税台帳に登録された事項に関する不
服の審査および決定その他の事務を行うもので、任
期は、令和元年５月 19 日から令和４年５月 18 日
までの３年間です。
茂さん（再任） ●小畑
英敏さん（再任） ●後藤

英治さん（再任）
満雄さん（新任）

壱岐市安全・安心住まいづくり
支援事業
問

建設課建築整備班 ☎42‒1111

地震発生に伴う木造住宅の被害を最小限に抑える
ため、住宅耐震化の支援について随時相談を受け付
けています。詳しくは建設課建築整備班にお問い合
わせください。
【相談対象者】 旧 耐震基準の戸建住宅（※）を所有し、
現にその住宅に居住されている方
（※）昭和 56 年５月 31 日以前に着工された住宅

長岡

よしのり

嘉憲 様（郷ノ浦町）

ご自宅で元気にお過ごしの嘉憲さん。
嘉憲さんは壱岐で生まれ育ち、税務署職員として
福岡で働かれました。戦時中は兵役のため日本を離
れ、異国の地で３年間戦われました。終戦後、壱岐
に戻られた嘉憲さんは得意な習字を活かし、様々な
仕事に就かれたそうです。
昭和 20 年頃に結婚され、２男１女の子宝に恵ま
れました。また、奥様が亡くなられる前は２人で旅
行されることが嘉憲さんの趣味だったそうです。
長寿の秘訣は、和食だけでなく洋食も好き嫌いせ
ず食べること。また、優しく穏やかで、慎重な性格
であることも長生きに繋がっているとのことでした。
嘉憲さん、これからも元気に長生きしてください。

年金相談の日程について
問

●植村
●山川

大正８年７月生まれ
ながおか

保険課国保・後期・年金班 ☎45‒1157

年金相談を毎月実施しています。年金請求手続き
や年金記録確認など、ぜひご利用ください。
◆開設日の１週間前までにご予約ください。
◆予約の際は、基礎年金番号のわかるもの（年金手
帳や年金証書等）をご用意ください。
◆予約先 長崎北年金事務所 ☎︎ 095-861-1354
開設日
9月

場

所

26 日㈭・27 日㈮ 市役所石田庁舎

10 月

24 日㈭・25 日㈮ 市役所郷ノ浦庁舎

11 月

28 日㈭・29 日㈮ 市役所勝本庁舎

12 月

19 日㈭・20 日㈮ 市役所芦辺庁舎

※相談時間 １日目…午前10時30分から午後５時まで
２日目…午前９時から午後２時まで
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Information from IKI City

女性人材バンク「つばきぽけっと」
登録者募集

農業者年金に加入しましょう

問

問

壱岐市農業委員会 ☎44‒6115

農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福
祉の向上を図ることを目的とした制度です。税制面
での優遇措置や一定の要件を満たす方には国からの
保険料補助があるなど、農業者だけが利用できるメ
リットの多い安心な制度となっています。
■少子高齢化時代に強い年金です
●積立方式です。自分で積み立てた保険料は、将来、
自分のための年金となります。
●年金額が加入者・受給者の数に影響されない安定
した年金です。
■農業に従事する方は、誰でも加入できます
● 60 歳未満の方
●国民年金第１号被保険者
●年間 60 日以上農業に従事する方
以上の要件を満たす方であれば、誰でも加入でき
ます。農地を持っていない農業者や家族従事者も加
入できます。脱退も自由です。
■保険料は自由に設定できます
●月額２万円から６万７千円の間で千円単位で自由
に設定でき、いつでも見直すことができます。
■税制面での優遇措置があります
●支払った保険料は、全額社会保険料控除（所得控
除）の対象になります。
●受け取った年金は、公的年金等控除の対象になり
ます。

■担い手には、保険料の国庫補助があります
●認定農業者、青色申告者等一定の要件を満たす若
手の担い手は、保険料（月額２万円）の２割・３割・
５割の国庫補助（政策支援）を受けることができ
ます。
●政策支援を受けている
間 は、 保 険 料 は 一 律
２万円です。

女性ならではの視点や感性を市政に反映させるこ
とを目的として、女性人材バンク「つばきぽけっと」
を創設しています。
女性人材バンクとは「市の審議会などへ参加した
い」「参加してもいいよ」という女性を登録するも
ので、審議会委員などを必要としている部署と登録
者の条件などが一致した場合、その部署から選任さ
れ、委員会に参加します。
あなたも「つばきぽけっと」に登録して、自分の
思いや特技を市政に反映させてみませんか。
【登録方法】
市役所各庁舎に申込書があります。必要事項をご記
入の上、政策企画課に提出ください。申込書は市ホー
ムページからもダウンロードできます。

女性人材バンクに登録していただきたい方
●市内にお住まい、また、お勤めをされて
いる 18 歳以上の女性の方
●壱岐市の政策等に関心を持ち、市の委員
会等の委員として活動する意欲がある女
性の方

壱岐市教育委員会委員の紹介
問

■ 80 歳までの保証が付いた終身年金です
●年金は終身支給されます。
●仮 に加入者、受給者が 80 歳前に亡くなった場合
でも、死亡した翌月から 80 歳までに受け取れる
はずであった農業者老齢年金を予定利率で割り戻
した額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
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総務課総務班 ☎48-1111

任期満了に伴い、本年５月 20 日付けで、中原 正博
さんが引き続き、松嶋 賀代子さんの後任として上川
久美子さんが、議会の同意を得て壱岐市教育委員会
委員に任命されました。任期は、令和元年５月 20
日から令和５年５月 19 日までの４年間です。

中原 正博さん
（再任）
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政策企画課企画班 ☎48-1134

上川 久美子さん
（新任）

壱岐市政だより
後期高齢者医療制度について
問

保険課国保・後期・年金班 ☎45‒1157

被保険者証（保険証）

●被保険者となる方には、75 歳の誕生日を迎える前に保険証を交付します。
（手続不要）
●保険証は、毎年８月１日に更新します。（令和元年度は青色）
●紛失された場合は市役所各庁舎市民生活班（芦辺庁舎は保険課）または各事務所で再交付の
手続きをしてください。

「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」

「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などの窓口に提示していただくことで、受
診時の窓口での支払い（保険適用分）が自己負担限度額までになります。認定証の対象となられる方には市役所各庁舎市民生
活班（芦辺庁舎は保険課）で認定申請により交付します。
※申告がない方は区分判定ができないため、申告手続きをしていただいた上での交付手続きとなります。
限度額適用認定証
現役並み所得Ⅰ・Ⅱの区分の被保険者で「限度額適用認定証」の交付を受けていない場合、金額によっ
ては医療機関に「現役並み所得Ⅲ」の負担額を一旦支払い、その差額について後から高額療養費とし
て支給されることになります。「限度額適用認定証」を医療機関などに提示することにより、その月に
支払う医療費が最初から自己負担限度額までとなります。
現役並み所得
負担
割合

所得区分および
認定証の表示

要件

病院・薬局等で
提示するもの

事前の手続き

現役並みⅢ（認定証なし）

住民税課税所得 690 万円以上

必要ありません

現役並みⅡ（現役Ⅱ）

住民税課税所得 380 万円以上

現役並みⅠ（現役Ⅰ）

住民税課税所得 145 万円以上

限度額適用認定証の交付 ○保険証
を申請してください。
○限度額適用認定証

3割

○保険証

限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得Ⅰ・Ⅱの区分の被保険者で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていない場合、金額によっては医療
機関に「一般所得」の負担額を一旦支払い、その差額について後から高額療養費として支給されることになります。
「限度額適用・
標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することにより、その月に支払う医療費が最初から自
己負担限度額までとなります。
一般所得および低所得
負担
割合

所得区分および
認定証の表示
一般所得
（認定証なし）

1割

要件

病院・薬局等で
提示するもの

事前の手続き

下記以外の方

必要ありません

○保険証

低所得Ⅱ
（区分Ⅱ）

限度額適用・標準負担額減額 ○保険証
世帯全員が住民税非課税で、低所
認定証の交付を申請してく ○限 度額適用・標準負担額減
得Ⅰに該当しない人
ださい。
額認定証

低所得Ⅰ
（区分Ⅰ）

限度額適用・標準負担額減額 ○保険証
世帯全員が住民税非課税でかつ、
認定証の交付を申請してく ○限 度額適用・標準負担額減
世帯全員の所得が０円
ださい。
額認定証

※低所得Ⅰ（区分Ⅰ）および低所得Ⅱ（区分Ⅱ）の交付を受けた方は、認定証を保険証と併せて医療機関に提示することで入院時食事代が減額されます。
※低所得Ⅱ（区分Ⅱ）の認定証をお持ちの方で、その交付を受けている期間に 90 日を超える入院（申請日から過去 1 年以内）がある場合は、別途申請をすることにより、申請日からさら
に入院時食事代が減額されます。

自己負担限度額
適用区分

外来（個人ごと）

外来＋入院（世帯ごと）

Ⅲ 課税所得

690 万円以上の方

252,600 円＋（医療費－ 842,000 円）
× 1%〈多数回 140,100 円（※ 2）〉

Ⅱ 課税所得

380 万円以上の方

167,400 円＋（医療費－ 558,000 円）× 1%〈多数回 93,000 円（※ 2）〉

Ⅰ 課税所得

145 万円以上の方

80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）× 1%〈多数回 44,400 円（※ 2）〉

課税所得

145 万円未満の方（※１）

Ⅱ 住民税非課税世帯（※３）

18,000 円

8,000 円
Ⅰ 住民税非課税世帯
（年金収入 80 万円以下など）（※３）

年間の上限 144,000 円

57,600 円〈多数回 44,400 円（※ 2）〉
24,600 円
15,000 円

（※１）世帯収入の合計額が 520 万円未満
（１人世帯の場合は 383 万円未満）
の場合や、「旧ただし書所得」の合
計額が 210 万円以下の場合も含み
ます。
（※２）過 去 12 か月以内に３回以上上限
額に達した場合は、４回目から「多
数回」該当となり上限額が下がり
ます。
（※３）住 民税非課税世帯の方は、従来ど
おり限度額適用・標準負担額減額
認定証を交付します。

【申請方法】
保険証と印鑑をお持ちの上、市役所各庁舎市民生活班（芦辺庁舎は保険課）または各事務所で申請してください。
■すでに交付を受けている方
認定証の有効期限は、毎年７月 31 日までです。８月更新時において引き続き交付対象となっている方で同じ世帯に未申告
者がいない場合、市役所から郵送により交付します。（申請の必要はありません。）
広報いき 2019.9
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Information from IKI City

神々の島 壱岐ウルトラマラソン2019について
問

観光課観光しまづくり班 ☎48-1130

第４回目の大会となる「神々の島 壱岐ウルトラマラソン 2019」が 10 月 19 日㈯に開催さ
れます。皆様のご声援が、ランナーの大きなエネルギーになりますので、大会当日は沿道から
のご声援をよろしくお願いします。

●大会スケジュール

10月19日㈯

午前 5 時～
午前11 時～

100km の部スタート （壱岐の島ホール）
50km の部スタート （壱岐島開発総合センター）

「私設エイド（給食所）」を設置してみませんか？
「私設エイド」は各地のウルトラマラソンでもランナーから大変好評です。本大会でもエイドをぜひ増やして
ほしいとのご意見をいただいています。声援以外でもランナーを応援したい、地元名産品をランナーに PR した
い皆様、私設エイドを設置してみませんか？
※私設エイドとは、大会側が用意したエイド（給食所）とは別に、有志の方が“個人で用意した”エイドです。
私設エイド設置に関する提供例と注意事項は次のとおりです。設置をお考えの方は必ずご確認ください。
【申請方法】
①事務局へ電話、郵送または FAX で申請用紙を取得（市ホームページからもダウンロードできます。）
②申請用紙に必要事項を記入後、事務局へ郵送、FAX または持参にて提出（市役所各支所・事務所への提出も可
能です。）
【私設エイドの提供例】
お皿やタッパーなどの容器に食材を入れ、走行中のランナーに提供する。走行に支障をきたさない範囲で、テー
ブルを設置するなど
〈食材の例〉飲み物、おにぎり、パン、フルーツ、チョコレート、地元名産品を使ったものなど。食べ物は、い
ずれも“ひとくちサイズ”のものがランナーに好まれます。

【私設エイド設置に関する注意事項】
○長時間の大会となりますので、温度・衛生管理には細心の注意をお願いします。食品衛生管理上、内容によっ
ては提供をご遠慮いただく場合があります。
○個人の責任で設置していただくもので、大会側は一切の責任を負いません。
○私設エイドで出たゴミはお持ち帰りください。
大会情報の拡散にご協力ください！
壱岐ウルトラマラソン実行委員会では、右記の SNS で大会情報
をはじめ、観光情報などを発信しています。多くの方に壱岐ウルト
ラマラソンを知っていただくため、大会情報の拡散（シェア、フォ
ロー、リツイート等）をお願いします。

Facebook

Twitter

Instagram

路上駐車はお控えください
壱岐ウルトラマラソンは、壱岐全島をコースとしています。コース上への路上駐車は、ランナーの走行に支障
をきたしますので、市民皆様のご協力をお願いします。
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新しい国際交流員を紹介します！
お問い合わせ 観光課観光しまづくり班

☎ 48-1130

国際交流員（CIR：Coordinator for International Relations）とは
JET プログラム＊により招致される外国人青年の職種の１つです。高い日本語能力を活かし、国際交流活動など
に従事していただきます。
＊ JET プログラムは主に海外の青年を招致し、地方自治体、教育委員会および全国の小・中学校や高等学校で、国際交流の
業務と外国語教育に携わることにより、地域レベルでの草の根の国際化を推進することを目的としています。ALT もこの
職種の１つです。

お友達をたくさん作りたいです。何語でもいいので、どんどん話しかけてくれる
と嬉しいです！ 壱州弁も教えてください。

ウエスト・トレバー・アレンさん
マシューくんから
トレバーくんに
バトンタッチ！

【出

身】アメリカ イリノイ州

【年

齢】22 歳

【座右の銘】臨機応変
【趣

味】多趣味です。スポーツ（走ったり、泳いだりすること）や言語の勉強（日本
語と中国語）、アジア文化（日本や中国）、映画とアニメ、哲学、宗教、日記
に書くこと（夢日記も）、お酒、ビデオゲーム、読書、友達、尺八

I’m looking forward to working with you!

（みなさんとお仕事をすることを楽しみにしています。）

ました。何と、離島でした！ 日本自体が島の国と言われてい
ますが、壱岐は島国の中の島で面白そうだと思いました。壱岐

皆さん、こんにちは！ 私は８月から壱岐市の国際交流員と

のことを調べるようになり、わくわく感が止まりません。この

なったウエスト・トレバーと申します。壱岐市役所に務めるこ

気持は今も変わらず、壱岐に来て良かったと思っています。壱

とを大変光栄に思っています。

岐の良い所がどのぐらいあるのか、私にはまだ分かりません。

私はアメリカのイリノイ州出身で、私の町（アリントーンハ

綺麗な砂浜、たくさんの神社、美味しい食べ物と飲み物がいっ

イーツ）はシカゴ市の北西地方にあり、シカゴに行くには電車

ぱいあって、ますます壱岐を好きになっています。これからも、

で約 40 分がかかります。

ぜひ壱州弁を習ったり、人と出会い友達になったり、たくさん

私の家族は９人家族です。両親と６人の兄姉がいて私は末っ
子です。最も年上の兄は 42 歳、父は 64 歳、母は 62 歳で、

人と話したいので気軽に話しかけてください。
ことわざ

いつも未来がきています。日本語の諺でいえば「光陰矢の如

私は７月で 22 歳になりました。私が４歳の時に２番目の兄に

し」ですね。英語なら「time flies」か「time flies like the

子どもが生まれたので、４歳の時からおじさんです。

wind」という表現もあります。壱岐市の観光課に入って、壱

私は家族から大きな影響を受けました。例えば、私の父はま

岐の皆さんの力になりたいと思っています。小さいことだと

だ 21 歳の時に宗教を教えるために２年間ブラジルに行きまし

思っても、思われても、ほんの１センチで自分の未来と世界を

た。父はポルトガル語が話せるようになり、ブラジルでの生活

永遠に変えることができるかもしれません。私がそのきっかけ

は彼の人生を大きく変えました。私はそんな父を見て感動し「私

になれるように毎日一生懸命頑張ります！

も言語を学びたい、話せるようになりたい」と思い、小学生の
頃にポルトガル語を習おうとしましたが数日間で諦めました。
ラテン語も諦めました。それから 10 年が経ち、高校２年生の
時に日本語を独学で学びはじめました。
JET プログラムはランダムで交流員が配置されます。私は関
東地方（群馬県、栃木県等）を希望していました。なぜなら、私
は栃木県足利市でホームステイをし、2016 年には東京の上智
大学に１か月間留学していました。日本に住んでいる友達が皆
関東地方に住んでいて、その友達の近くに住みたかったのです。
壱岐市に行くことになり、最初はちょっと驚きました。「壱
岐はどこだろう？」と思い、インターネットを使って地図を見
広報いき 2019.9
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■地球温暖化による藻場の減少

梅雨明け以降、連日暑い日が続いています。近年、異
常気象により最高気温が以前に比べ高くなり、熱中症の
患者数が増加しています。
実はこの温暖化によって、陸上にいる私たちの暮らし
だけでなく、海の中でも大きな変化が生じています。海
水温の上昇により海藻が生育できずに枯れてしまったり、
一年中活動するイスズミが増え、海藻が集まっている藻
場を食い尽くしたりしています。本市では、藻場が育ち
やすい環境作りや、イスズミの駆除をしていますが、回
復にはまだ至っていません。海藻が無くなってしまった
海を元に戻すのは至難の業だと言われています。地球温
暖化を止めるために、私たちはどうすればいいのでしょ
うか？

■天然資源の保全

豊かな漁場に恵まれた壱岐周辺の海は、黒潮から分か
れた対馬海流が流れ、東シナ海と日本海という２つの大
海の間にあり、回遊する魚の通り道となっています。
壱岐周辺の海では、海水温や潮回り、砂地の海底といっ
た自然条件からたくさんのイカが生息していましたが、
次第に減ってきています。そのため、数年前より漁業者
によって、イカの産卵期である春から夏にかけてを自主
禁漁期間と定め、資源保護に努めています。壱岐の海女
さんによるウニやアワビのレオタード漁も、海産物を獲
りつくさないための配慮から自主規制で行われています。
これらは、まさに SDGs の 14 番の目標「海の豊かさ

を守ろう」に該当する素晴らしい取り組みです。

■海岸漂着ゴミによる環境破壊

海洋生物の保護を訴える一方で、人工物であるペット
ボトルや発砲スチロール等、様々なゴミによって海が
汚されています。プラスチックは、細かく粉砕されても
そのまま自然に還るわけではありません。粉々になった
プラスチックを魚が飲みこみ、その魚をさらに大きな魚
が飲みこみ、徐々に蓄積されていってしまいます。また、
釣り糸や網に魚や亀などが絡まって締め付けられ、苦し
んでいる状況も起きています。
地球温暖化や海岸漂着ゴミは、人類の文明社会の発展
過程で生じた大きな問題です。これらは地球の生命の源
ともいえる大切な海を変えていってしまうのです。
私たちにできることは何でしょうか？ 一人ひとりが
考えて行動する必要があります。

■今回記事にあったSDGsの目標

〈お問い合わせ〉SDGs 未来課

【目標内容】
気候変動とその影響を止めるために
すぐに緊急の対策をとる。
【目標内容】
海や海の資源を守り、将来に渡って
利用できるようにする。
☎ 48-1137

誰にも相談できず悩んでいませんか？

ひとりで悩まずご相談ください。
秘密は固く守ります。

子育てや DV、離婚などについての相談
○壱岐市福祉事務所 母子・父子自立支援員
☎ 48-1117 ／ 080-8361-3138 メール iki-hito@docomo.ne.jp

職場や家庭、人間関係等、どこに相談してよいか分からないとき
○長崎県男女共同参画推進センター 男性専用窓口（男性相談員が相談をお受けします。）
☎ 095-825-9622
【受付時間】毎月第２・４水曜日（年末年始を除く）午後６時から午後９時まで
○長崎県男女共同参画推進センター 一般窓口（女性相談員が相談をお受けします。）
☎ 095-822-4730
【受付時間】平日（年末年始を除く）午前９時から午後５時まで
○長崎こども・女性・障害者支援センター（配偶者暴力相談支援センター）
☎ 095-846-0565
【受付時間】平日（年末年始を除く）午前９時から午後５時 45 分まで
9
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ごっとり壱岐の話題。け ね や ね

７月28日日

壱岐郷ノ浦祇園山笠

照

ピックアップニュース
K E N E YA N E P I C K U P N E W S

りつける夏の日差しの中、282 年続く壱岐最大の夏祭り、
壱岐郷ノ浦祇園山笠が行われました。五穀豊穣、叶大漁、

商売繁盛、家内安全、無病息災の 5 つの祈りを込め、江戸時代
から行われています。
高さ４メートル・重さ１トンの華やかに飾られた各流の山と、
盈科小学校・郷ノ浦中学校のカラフルな子ども山が郷ノ浦の街部
一帯を練り歩きました。
豪快に山をぶつけ合う様子や、狭くて急な 69 段の佐賀里の石
段登りは迫力満点で、沿道からは大きな声援と力水が送られまし
た。唄子の皆さんの元気な掛け声と太鼓の音色も舁き手を後押し
し、暑さを吹き飛ばす盛り上がりを見せました。

８月５日月

「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」
締結式

壱

岐市犯罪被害者等支援条例を本年４月１日から施行し、県内では
佐世保市に続き、県下２番目の条例施行となりました。犯罪被害

者等が受けた被害の回復および軽減に向けた取り組みの推進ならびに
犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図るという本条例の目的を達成するため、市では、８月５日に壱岐警察
署と「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を締結しました。本協定は、犯罪被害者等の支援および支援
に係る情報共有に関して相互に連携協力し、犯罪被害者等の権利の保護を図ることを目的としています。壱岐警
察署との緊密な連携を行い、犯罪被害者等への適切で効果的な支援ができる態勢を整えていきます。
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８月３日土

壱岐大大神楽・ライトアップイベント ～まう、ともす、いのる かみあかりの夜～

約

700 年舞い継がれる国指定重要無形民俗文化財、壱岐大大神楽公演が筒城浜ふれあい広場野外ステージ
で開催されました。荘厳な雰囲気の中、神職により 35 の演目が約６時間かけて奉られました。
はく さ はちまん

隣接する白沙八幡神社では初のライトアップイベントが開催され、キャンドルカバーにイラストや願いごとを
書き奉納された LED キャンドル約 3,000 個が本殿を彩りました。大鳥居から境内までの長い参道もライトで照
らし出され、幻想的な世界が広がりました。「神々の島」を感じられる神秘的な夜となりました。

８月11日日

楢葉町・壱岐市友好都市提携調印式
災・教育・経済友好交流宣言」を締結している福島県楢

「防 葉町と友好都市提携を結び、調印式を行いました。

楢葉町とは、東日本大震災の復興支援のため本市から職員を
派遣したご縁から交流が始まり、楢葉町の小学校が修学旅行で
本市を訪れ、また本市からは渡良小学校が福島県へ招待されるなど、心の通った交流を続けさせていただいてお
まつ

ります。７月１日の「壱岐焼酎の日」には楢葉町においても「壱岐焼酎で乾杯 in ならは」を開催いただき、松

もと

本町長様をはじめ多くの町民皆様にご参加いただきました。このたびの友好都市提携により、今後一層交流を深
めていくとともに、相互の地域の振興と活性化に繋げます。
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９月は認知症について考える月間です。
～９月21日は世界アルツハイマーデー～
本年度の世界アルツハイマーデーの標語

『忘れても

一人

ひとりが主人公』

自治公民館「福祉保健部」
活動研修会の開催について

市民が健やかで心豊かに安心して暮らすことがで
きるまちづくりを目指し、地域での健康づくりや見
守り活動等を推進するため、研修会を開催します。

認知症について正しく理解し寄り添う心で、地域全
【対 象】自治公民館長および福祉保健部長
体で支え合いましょう。
「認知症サポーター養成講座」を自治公民館や企業、 【日時・場所】
９月 ２日㈪ クオリティーライフセンターつばさ
小中学校等様々な団体で開催し、認知症の正しい理解
３日㈫ 壱岐の島ホール
と適切な対応について啓発を行っています。詳しくは、
４日㈬ 石田農村環境改善センター
壱岐市地域包括支援センターにお尋ねください。
５日㈭ ふれあいセンターかざはや
あい
いずれも午後７時から午後８時 30 分まで
Ｉカフェ（健康相談）
※ご都合のつく日にご出席ください。
【日 時】９月 19 日㈭ 午前 10 時から正午まで
【お問い合わせ】
【場 所】マリンパル壱岐
【参加料】無料
○市民福祉課（地域福祉班） ☎︎ 48-1116
【内 容】血圧測定、健康相談、骨量測定
〇健康増進課 ☎ 45-1114
【お問い合わせ】
壱岐市地域包括支援センター ☎45-1197

認知症の相談はこちら

壱岐市地域包括支援センター

☎45-1197 平日 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

壱岐カントリー倶楽部での
取り組みについて
滞在型観光促進担当

や ま う ち

山内

壱岐島砂浜会さんとの
取り組みについて

ゆ う す け

裕介

壱岐にはこの夏もたくさんの観光客が訪れ、海水浴場を
はじめ島内各地が賑わっていました。
９月とはいえ、まだ夏を思わせる暑い毎日がつづいてお
りますが、秋はすぐ近くまで訪れていることと思います。

滞在型観光促進担当

う め

だ

梅田 はつみ

サポートさせてもらっている壱岐島砂浜会さんと、昨年
１年かけて構築した７つの体験プログラムの販売が今春ス
タートしました！ ７月末時点では、開始から４か月で 100
名近くの観光のお客様に体験していただくことができ、体

現在、私は壱岐カントリー倶楽部で誘客に向けた取り組

験プログラムを作ったことで、新たな交流・関係人口や観

みを行っていますが、ゴルファーにとっては酷暑から解放

光消費を地域に生み出すことができました！ お知らせが十

される待ち遠しかったシーズンの到来です。壱岐に訪れた

分できていない中で、40 以上もある島の体験プログラムか

観光客の方にもゴルフを楽しんでもらえるよう、旅行行程

ら選んでいただけたことをとても嬉しく思っています。７

の一部に組み込めそうなプランなどを少しずつ商品化して

月には福岡に住む友人が遊びに来て、７つのプログラムの

います。そんな「夏じゃなくても楽しめる壱岐！」な旅行商

うちビーチヨガを体験してくれました。大浜でのヨガは海

品で更にたくさんのお客様に壱岐カントリー倶楽部に来場

風や波音が心地よく、ゆったり呼吸をしながら一緒に楽し

してもらえるよう引き続き取り組んでいきたいと思います。

い時間を過ごすことができました。
今年度も、壱岐島砂浜

壱岐カントリー倶楽部
ホームページ

会の皆さんと新たなプロ
グ ラ ム を 検 討 中 な の で、
観光のお客様に地元の方
との交流を楽しんでいた
だきたいです！
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開け！健康のトビラ
今月の
健康づくりメッセージ

喫煙は


9

2019

お金も寿命も

お問い合わせ

結婚・妊娠・子育て
応援サイト

みんな減る

【石田小学校

住吉 佑斗（すみよし ゆうと）】

※対象年齢になりましたら、個人通知をします。
詳しい内容は、健康増進課へお問い合わせください。

乳幼児の予防接種
予防接種

接種対象年齢（※標準的な接種年齢）

Ｂ型肝炎
ヒ
ブ
小児用肺炎球菌
４種混合
Ｂ Ｃ G
麻しん風しん
混
合
水

健康増進課（芦辺庁舎）☎ 45-1114

痘

日本脳炎

不活化ポリオ

実施方法等

１歳未満（※生後２か月～９か月未満）
生後２か月～５歳未満（※生後２か月～７か月未満）
★接種開始年齢によって回数が異なります。

期間：通年実施

生後３か月～７歳６か月未満（※生後３か月～１歳未満）

会場：市内指定医療機関

１歳未満（※生後５か月～８か月未満）

「壱岐市予防接種のお知ら
せ」、市ホームページ等でご
２期：小学校入学前の１年間（平成 25 年４月２日～平成 26 年４月１日生）
確認ください。
１歳～３歳未満（ただし、水痘に罹っていない方が対象）
 ず予防接種を受ける３
●必
１期：生後６か月～７歳６か月未満（※３歳～４歳）
日前までに、医療機関へ
２期：９歳～ 13 歳未満
予約をしてください。予
特例措置対象者：平成７年４月２日～平成 19 年４月１日生まれの方で、 診票は医療機関にありま
す。
20 歳の誕生日の前日までの間
１期：１～２歳未満

生後 3 か月～７歳６か月未満で３種混合接種が完了し、ポリオワクチ
ン接種が完了していない方
最初から４種混合を接種している方は接種する必要はありません。

※医療機関での接種では、診療の状況でお待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。

他市町村から転入された妊婦さんは、
健康増進課までご連絡ください。

乳幼児の健康、妊婦・育児相談
項

目

実施日

受付時間

母子健康手帳の交付および妊婦相談 月～金（祝日除く）

会

８：30～17：15 随時

場

健康増進課窓口（芦辺庁舎内）

乳児健診

10日㈫  19日㈭

13：00～13：30

１歳６か月児健診

12日㈭

13：00～13：30

３歳児健診

26日㈭

13：00～13：20

乳幼児歯科相談

12日㈭

８：30～11：00 ※８：30開場

壱岐の島ホール

離乳食教室

30日㈪

13：00～13：30

壱岐こどもセンター

壱岐の島ホール
※対象者には個人通知します。

24 時間電話を通して健康をお届けします

９月10日～16日は自殺予防週間です。

朝９時から翌朝９時まで24時間、同じ内容のテープが流れます（3分間）

地域で声をかけ、見守りの輪を広げましょう。

健康テレホンサービス

月
火
水
月 木
のテーマ 金

９

心筋梗塞にならないために
気胸
任意接種ワクチンの重要性
AGA（男性型脱毛症）について
もの忘れの薬を飲むようになってから、
なんだか、
怒りっぽくなったみたい…
土・日 子宮筋腫の症状と保存的治療

電 話・フリーダイヤル
（携帯電話不可）


変化に気づく
支援先につなぐ

いつでも
だれでも
どこでも

じっくりと耳を傾ける
温かく見守る

0120-555-203

長崎 095-826-5511

長崎県保険医協会

いのち支える自殺対策計画推進のイメージキャラクター
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〆

対象者
内容

料 問

場所
申し込み

対 内

場 申

時 定

日時
定員

料金
締め切り
お問い合わせ

Kurashi no Keijiban

2019年度 市内小･中学校の歯と口の
健康に関する図画・ポスター作品展

時 場 問

市内小・中学校の児童・生徒が「歯・口の健康に関する
図画・ポスターコンクール」に出展した作品を展示してい
ます。
９月 29 日㈰ まで 午前９時から午後５時まで
“ 彫刻家 ” 小金丸幾久記念館アートギャラリー
“ 彫刻家 ” 小金丸幾久記念館
☎ 47-4141（水曜日は休館日）

「壱岐動物愛護フェスティバル」の開催について

問

長崎県交通事故相談所 ～ひとりで悩まずご相談を～

問

宝くじは県内で購入しましょう！
「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロウィンジャンボ
ミニ」が、9 月 24 日から全国で 2 種類同時発売されます。
この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対
策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われま
す。ぜひ県内で購入しましょう。
【発売期間】９月 24 日から 10 月 18 日まで
【抽せん日】10 月 30 日㈬
公益財団法人長崎県市町村振興協会
☎ 095-811-4955

時 場 問

旧軍人・軍属・準軍属および遺族に対する恩給、年金な
らびに特別弔慰金、給付金等の巡回相談が実施されます。
恩給関係、戦傷病者・戦没者遺族等援護関係等についてお
気軽にご相談ください。
９月 19 日㈭ 午前９時 30 分から正午まで
石田農村環境改善センター
長崎県原爆被爆者援護課 恩給援護班
☎ 095-895-2427

九州運輸局と福岡地区船員労働安全衛生協議会では、船
員労働安全衛生月間中、船員災害防止の推進のため、停泊
中の船舶を訪船し、安全衛生指導を行っています。
船舶所有者ならびに船員の皆様も、本月間中は緑十字旗
を掲げて、船内の安全点検を行いましょう。
また、下記病院において、本月間中（土曜の午後・日曜・
祝祭日を除く）、船員の無料健康相談所が開設されますの
で、お気軽にご利用ください。
○江田小児科内科医院 ☎ 44-5022
※電話による事前予約が必要です。
○医療法人玉水会赤木病院 ☎ 47-0085
九州運輸局 海上安全環境部 船員労働環境課
☎ 092-472-3175

問

旧軍人・軍属およびご遺族の皆様へ巡回相談会のお知らせ

９月は
「船員労働安全衛生月間」
です

問

時 場 料

県では、交通事故に遭われた方のために交通事故相談所
を開設しています。また、常設の相談所の他に巡回相談も
行っています。交通事故でお困りの方はお気軽にご相談く
ださい。
なお、巡回相談は事前予約制となっています。10 月２
日までに電話で予約をお願いします。
10 月４日㈮ 午前 10 時から午後３時まで
市役所郷ノ浦庁舎 地下第１会議室
無料
電話相談や、手紙などの書面による相談も受け付けてい
ます。
長崎県交通事故相談所（長崎市尾上町３番１号）
☎ 095-824-1111（内線 3776・3777）

経済産業省は、キャッシュレス化を推進するため、対象
店舗においてクレジットカードや QR コード等を使って代
金を支払うと最大５％のポイントを還元します。この機会
に便利でお得なキャッシュレスでのお支払いを検討してみ
ませんか。
【実施期間】10 月１日から令和２年６月 30 日まで
【還 元 率】５％
※フランチャイズチェーンの事業者は２％
【便利な点】
○現金がなくても買い物ができる。
→ ATM から現金を引き出す手間が省ける。
→決済が早いので、レジの待ち時間が短縮される。
→盗難等のリスクが現金より少ない。
○いつ、何を、いくらで購入したかが分かる。
○貯まったポイントでお得に買い物ができる。
ポイント還元窓口 ☎ 0120-010975
問

時 場 内

毎年９月 20 日から 26 日は動物愛護週間です。長崎県
獣医師会壱岐支部では、動物の愛護と適正な飼養について
理解と関心を深めるため、「壱岐動物愛護フェスティバル」
を開催します。ぜひ、ご来場ください。
９月 21 日㈯ 午後１時 30 分から午後３時まで
イオン壱岐店横芝生広場
長寿犬表彰式・ふれあいミニ動物園・その他ゲーム等（景
品あり）
※雨 天の場合、ふれあいミニ動物園など一部のイベン
トを中止する場合があります。
【主
催】長崎県獣医師会壱岐支部
【後
援】壱岐市・壱岐保健所
長崎県獣医師会壱岐支部事務局
（壱岐市家畜診療所内）☎ 45-4083

キャッシュレスでのお買い物は、
こんなに便利でこんなにお得！

広報いき 2019.9
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郷ノ浦図書館からのお知らせ

郷ノ浦図書館ボランティアの募集

おすすめ書籍のご案内 ～読んでみませんか？～
に

わ

図書館をサポートしていただける『図書

う いちろう

図書館だより

『死ぬほど読書』丹羽宇一郎／著（幻冬舎）

館応援隊』を大募集しています。

いとうちゅうしょうじ

伊 藤忠商事前会長、元中国大使でビジネス界きっての読書家であ
る著者が、本の選び方、読み方、活かし方、楽しみ方を縦横無尽
に語り尽くす。1 冊の新書の中にたくさんのヒントが詰まっている。

『小・中学生のための運動会で１位になる速くなる走り方教室』
ほりごめ

堀籠

よしひろ

佳宏／著（カンゼン社）

〈お問い合わせ〉 郷ノ浦図書館 ☎ 47-0255
【開館時間】午前９時から午後６時まで
【休 館 日】毎週火曜日・毎月第３木曜日

社会教育課掲示板

50 単位から交付

15

奨励バッチ

奨励証

このロゴマークが入っている
講座は全て対象となります。

お問い合わせ

広報いき 2019.9

社会教育課生涯学習班

な修理。また、子ども達に読み聞かせをし
たり……。日程、時間もご都合にお任せし
ます。興味のあ
お気軽にお声掛
けください。

図書館
ホームページ

『ながさき県民大学』を活用しませんか？

まなびの手帳

に拭いたり、本のブックカバー掛けや簡単

る方は、まずは

オリンピック日本代表コーチが伝授！ 堀籠式フォームで確実に足
が速くなる！！ 約 10,000 人の子どもの指導実績。１週間でタイム
がぐんぐん伸びるスペシャルメニュー。

単位
奨励証
50 みやまきりしま賞
100
つばき賞
200
ひのき賞
300
おしどり賞
400
ながさき賞
500
学長賞

例えば、ポップを書いたり、本をキレイ

☎︎ 45-1113

図書館蔵書
検索・予約

ながさき県民大学とは、県内の市町の公民館や大
学、県庁各課室や出先機関、NPO 法人等の民間生
涯学習実施機関などと連携して県民の皆様に生涯学
習の場を提供しているシステムです。県内に住んで
いる、または勤務されている方であれば、どなたで
も入学できます。
壱岐市公民館教室もながさき県民大学の対象講座
となっており、「まなびの手帳」を受け取ることで
入学できます。１時間の受講で原則１単位として「ま
なびの手帳」に記録していき、県民大学の事務局に
申請すると、単位に応じた「奨励証」および「奨励バッ
チ」が交付されます。生涯学習としてぜひ、ご利用
ください。

Mayor's Column
市 長 コ ラ ム

ら感謝申し上げますとともに、今
後のご活躍を期待しております。
後任のトレバーさんは、アメリ
カ合衆国の出身で、同じく日本語
能力が高く、平成 年には、在シ
カゴ日本国総領事館で開催された
日本語弁論大会で優勝されるなど、
今後のご活躍が期待されます。
はじめはアニメ・ゲーム・漫画
などを通して日本語に興味を持た
れ、今では神道や仏教などの日本
文 化 に も 興 味 が あ る と の こ と で、
今後ぜひ「歴史の島」「神々の島」
などと称されるここ壱岐市で、さ
まざまなことを学び、市民皆様と
の交流を深められ、ご自身の目標
である、アメリカと日本における
経済・文化等の橋渡しになられる
ことを祈念いたします。

盈科小学校 ２年１組のみなさん（郷ノ浦町本村触）
壱岐市立

27

盈科小学校の朝の校庭は、毎日にぎや

かです。朝の準備を早々に済ませ、外で

元 気 に 遊 ぶ 子 ど も た ち の 姿 に、「 今 日 も

名の子どもたちは、

１日がんばろう」と、いつもパワーをも

らっています。

中でも２年１組の



（担任

を目指していきます。

町田

静佳）

それぞれの良さが「きらきら光る」学級

だくさんです！ みんなで協力しながら、

運 動 会 や 学 習 発 表 会 な ど、 行 事 が 盛 り

さあ、９月から２学期です。２学期は、

瞬間をたくさん見ることができました。

期だけでも、一人ひとりがきらっと光る

る子、元気よく挨拶をする子など、１学

表をする子、係の仕事を一生懸命がんば

した。そのほかにも、授業でたくさん発

としての優しさがきらっと光った瞬間で

内を案内しました。お兄さん、お姉さん

学校探検で１年生をリードしながら、校

お兄さんお姉さんになった子どもたちは、

標を立てました。４月に１年生が入学し、

元気いっぱい２年１組！」という学級目

めて、
「しっかり考えて、みんなと仲良く、

しさを忘れないでほしいという願いを込

もとめる子」です。そこで、友達への優

顔あふれる子、命かがやく子、かしこさ

盈 科 小 学 校 の 目 指 す 子 ど も 像 は、「 笑

きら輝かせながら、話しかけてきます。

昨日お家でね……」と、朝から目をきら

ひ と き わ 元 気 が よ く、「 先 生、 あ の ね！

32

マシューさん、
ありがとうございました！
トレバーさん、
こんにちは！
まだまだ暑い日が続いておりま
すが、市民皆様にはご健勝にてお
過ごしのことと存じます。
さて、国際交流員（ＣＩＲ）と
は、ＪＥＴプログラム（語学指導
等を行う外国青年招致事業）によ
り招致される外国人青年の職種の
１つで、地方自治体が総務省、外
務省、文部科学省及び一般財団法
人自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）
の協力の下に実施しています。
平成 年７月から２年間、本市
における初めての国際交流員とし
て各種事業に従事していただいた
スエダ・マシュー・ケンさんの任
期が終わり、新たにウエスト・ト
レバー・アレンさんをお迎えする
ことになりました。
マシューさんにおかれては、高
い日本語能力を活かして、壱岐に
関する様々な情報の英訳や広報い
き へ の 毎 月 の 掲 載、 皆 様 ご 存 じ
の『国際交流員による出前講座』、
『マシュー ｓ 交流カフェ』など、
＇
さまざまな国際交流活動を展開し
ていただきました。
「マシュー」の愛称で親しまれ、
そ の 温 厚 な 人 柄 か ら 人 気 も 高 く、
本市の国際交流に多くのご貢献を
いただきましたことに対し、心か
29
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９月

生まれ

に

な まち ♪
た
り

む ら

15日

（石田町石田西触）

あ や

と

ど

綾仁くん

ひ

き

慎司さん・優香さん

（芦辺町諸吉仲触）

土肥

稔貴さん・佳奈さん

（郷ノ浦町半城本村触）

か わ た に

川谷

28日

3日

雄希さん・知恵美さん

（芦辺町芦辺浦）

19日

か

まつもと

楓香ちゃん

康太さん・志保里さん

（勝本町坂本触）

い

ち

松本 依千くん
雅貴さん・幸乃さん

22日

（勝本町立石南触）

にぃにたち
 だいすき♡

27日

か ず

千喜くん

す け

食べるの

大好き！

た

の

み な

か わ

と

晃平さん・杏里さん

（勝本町東触）

全ての事業者の皆様へ

べ

河辺

湊人くん

29日

さ か ぐ ち

坂口

か い

と

海翔くん
孝さん・美和さん

8日

（勝本町坂本触）

！
！

ふ う

パパ
球しようね♡
野

いつも
にこにこだよ♡

な か

中田

こ う

じぃじ、
ばぁば、

（勝本町新城西触）

重野

真吾さん・豊海さん

1日

ま ん た に

万谷 煌之助くん

いつも
う
ありがと

お姉ちゃん

大好き♡

大祐さん・裕美さん

11日

の

ま

ると
歯が早く生え …★
いいな

香月ちゃん

し げ

え

依茉ちゃん



岩中

つ き

パパより
きくなるぞ！
大


みこねぇね、
大好き♡♡


今月で１歳になるかわいいお子様をご紹介します！

か

た

村田

おたんじょうびおめでとう

い わ な か

いっぱい るぞ！
食べ

お兄ちゃ
ん
や んちゃ より
です！

歳

パパ大好
き♡

Happy
Birthday!!

お と

は

乙葉ちゃん
共央さん・歩美さん

（郷ノ浦町片原触）

に し な が

り

西永

29日

つ じ

り ん

辻

か

凛華ちゃん

26日

大喜さん・有希さん

（勝本町仲触）

「１歳になりまちた」
に登場しませんか？
写真の提出期限は、１歳
になる月の前月の１日ま
でとなっています。詳しく
は総務課（☎48-1111）
まで。

ほ

莉穂ちゃん
真一さん・智子さん

（郷ノ浦町片原触）

消費税軽減税率制度説明会を開催します！

記帳方法の変更、レジの入替え……準備はお済みですか？
いよいよ 10 月から、消費税および地方消費税の税率が 10％に引き上げられると同時に「軽減税率制度」が実施されます。
また、令和５年 10 月からは「インボイス制度」が導入されます。
今回の改正は、業種を問わず、全ての事業者の皆様に関わる改正です。税務署では、この改正についての実務的な説明
会を実施します。皆様のご参加をお待ちしています。
【説明会開催スケジュール】
開催日時
９月10日㈫
12日㈭ 午後２時から
19日㈭ 午後４時まで
25日㈬

会
場
石田農村環境改善センター
壱岐の島ホール
クオリティーライフセンターつばさ
ふれあいセンターかざはや

【お申し込み・お問い合わせ】壱岐税務署

【受講方法】
●事前の申込みは不要です。
●個人経営・法人経営を問わず、全ての事業者の皆様が参加できます。
●４会場とも同じ内容です。いずれの会場でも受講できます。
●これまでに受講された方も再度受講できます。
●無料で受講できます。

☎ 47-0315（自動音声の案内に従い、②を選択してください。
）

今月の表紙

壱岐郷ノ浦祇園山笠

人 の 動 き

（７月28日）

「ヨーカイタ！ヨーカイタ！」の威勢のいい掛け声で、雄壮な舁き山が街中を
練り歩きました。最大の見せ場である佐賀里の石段には大勢の観客が詰めかけ、
担ぎ手、唄子太鼓、観客が一体となり暑さを吹き飛ばす盛り上がりを見せました。

人口




世帯
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令和元年７月31日 現在

26,553 人

男 12,707 人
女 13,846 人

11,664 世帯

出生
死亡
転入
転出

13 人
34 人
50 人
65 人

2019

9月

September

広報

9

No.186
〔毎月１回１日発行〕

◎発行
壱岐市総務部 総務課

〒８１１－５１９２ 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５６２番地
☎（０９２０） －１１１１ ＦＡＸ（０９２０） －１５５３

48

48

暦〉ふよう（繊細な美）

〈誕生石〉サファイア（徳望、誠実）

今月の行事予定

携帯電話のカメラを使い、左の QR コードを読み取るだけで、簡単に
壱岐市の情報がご覧になれます。

…一支国博物館行事
…はつらつ元気塾

ご覧になれない方はこちらのアドレスをご入力ください。

⇨ https://www.city.iki.nagasaki.jp

…こどもセンター講座・教室等

※このカレンダーは、８月１日現在のものです。その後の日程等の変更につきましては、ご了承ください。

18 水

９：30～11：00 健診結果説明会
（かざはや）
10：00～16：00 人権相談（法務局）
13：30～15：00 健診結果説明会（改善センター）

2月

９：30～11：00 健診結果説明会
（つばさ）
10：00～11：30 月曜ミニ広場
13：30～15：00 健診結果説明会（壱岐の島ホール）
19：00～20：30 自治公民館「福祉保健部」活動研修会（つばさ）

19 木

3

９：30～11：00 健診結果説明会
（石田改善センター）
10：00～11：30 いきっこ広場
13：30～15：00 健診結果説明会（かざはや）
19：00～20：30 自治公民館「福祉保健部」活動研修会（壱岐の島ホール）

20 金

食育の日
（石田改善センター）
９：30～12：00 戦没者遺族等援護関係巡回相談会
10：00～12：00 Ｉ（あい）カフェ（健康相談）
（マリンパル壱岐）
13：20～16：00 霞翠小わんぱくすもう大会
14：00～16：00 消費税軽減税率制度説明会（つばさ）

特別企画展 山本二三展 16日まで
2
 019年度 市内小･中学校の歯と口の健康に関する図画・
ポスター作品展（“彫刻家”小金丸幾久記念館） 29日まで

9/1 日 ９：00～17：00

火

4水
5木
6金

2019

〈花

壱岐市ホームページ

…学校・幼稚園・保育所行事〈掲載依頼分〉

長 月   - な が つ き -

7土
8日
9月
10 火
11 水
12 木
13 金
14 土
15 日

10：00～16：00 人権相談（法務局）
19：00～20：30 自治公民館「福祉保健部」活動研修会（石田改善センター）
19：00～20：30

14：00～

ワークショップ

10：00～11：30

月曜ミニ広場／赤ちゃん広場

自殺予防週間 16日まで
９：00～19：00 霞翠小夏休み作品展 11日まで
10：00～11：30 いきっこ広場
10：00 ～ 11：30 はつらつ元気塾（壱岐の島ホール）
14：00～16：00 消費税軽減税率制度説明会（石田改善センター）
９：00～12：00 健（検）診受診率向上キャンペーン（イオン壱岐店）
10：00 ～ 11：30 はつらつ元気塾（石田改善センター）
10：00～16：00 人権相談（法務局）
10：00 ～ 11：30 はつらつ元気塾（かざはや）
14：00～16：00 消費税軽減税率制度説明会（壱岐の島ホール）
10：00 ～ 11：30
19：00～

はつらつ元気塾（つばさ）

秋の野外上映会

13：30～16：30


壱岐なみらい創りプロジェクトSDGs対話会
（壱岐の島ホール）

８：00～ 壱岐市長杯 壱岐-福岡ヨットレース2019（郷ノ浦港沖スタート）
９：00～ 壱岐市敬老会（郷ノ浦地区）
（壱岐の島ホール）
９：30～ 壱岐市敬老会（勝本地区）
（かざはや）
（芦辺地区）
（つばさ）
敬老の日 10：00～ 壱岐市敬老会
14：00～ 壱岐市敬老会（石田地区）
（石田改善センター）

16 月
●ホームページアドレス

iki-soumu@city.iki.lg.jp

21 土
22 日

８：45～16：00 志原小・保育所・地区民合同運動会
９：00～14：30 第21回沼津小・保育所・地区民合同運動会
９：00～15：00 柳田小・保育所・地区民合同運動会
９：30～14：30 三島小・保育所・地区民合同運動会
14：00～ 特別講座

◆郷ノ浦：壱岐の島ホール（壱岐文化ホール）☎ 47-4111 ・休館日：水曜日
◆勝 本：壱岐西部開発総合センター
☎ 45-1202（社会教育課）
ふれあいセンターかざはや
☎ 48-3200 ・休館日：月曜日
◆石 田：石田農村環境改善センター
☎ 44-5179 ・休館日：月曜日

23 月
24 火
25 水
26 木
27 金
28 土
29 日
30 月
10/1 火
2水
3木
4金
5土
秋分の日

ヨーグルトには整腸作用、美肌効果、
花粉症の改善等、様々な効果や効能が
あります。ちょっと小腹がすいた時に、
お家にあるフルーツをヨーグルトに混
ぜてホットケーキにかけるだけで簡単
にできますよ。おやつにぜひ作ってい
ただきたいレシピです。

10：00 ～ 11：30 はつらつ元気塾（石田改善センター）
10：00～16：00 人権相談（法務局）
14：00～16：00 消費税軽減税率制度説明会（かざはや）
10：00 ～ 11：30 はつらつ元気塾（かざはや）
10：30～17：00 年金相談（市役所石田庁舎）※要予約
９：00～14：00 年金相談
（市役所石田庁舎）※要予約
10：00 ～ 11：30 はつらつ元気塾（つばさ）

８：55～15：20 盈科小・虹の原壱岐分校合同運動会
10：00～15：00 人権相談「女性の悩みごと相談所」
（つばさ）

（芦辺支部）

（芦辺支部）

月曜ミニ広場

10：00～11：30

いきっこ広場

９：30～11：00 健診結果説明会
（石田改善センター）
10：00～16：00 人権相談（法務局）
13：30～15：00 健診結果説明会（かざはや）
９：30～11：00 健診結果説明会
（つばさ）
13：30～15：00 健診結果説明会（壱岐の島ホール）
10：00～15：00

長崎県交通事故相談所（市役所郷ノ浦庁舎）

10：00～15：00 手話奉仕員養成講座（基礎編）
（壱岐の島ホール）
14：00～ 壱岐島健康大学（壱岐の島ホール）
14：00～ 壱岐学講座

辺： 一支国博物館
原の辻ガイダンス
壱岐島開発総合センター
クオリティーライフセンターつばさ

☎ 45-2731 ・休館日：月曜日
☎ 45-2065
☎ 45-3693 ・休館日：火曜日
☎ 45-4500 ・休館日：水曜日

１人分

作り方

kcal

①ボ
 ウルに卵、牛乳を入れ泡だて器でよく混ぜ、ホットケー
キミックスを加え、だまが残らないようによく混ぜる。

497

材料《４人分》

今月のヘルスメイトさん
山川 智子さん 辻川 弘子さん

10：00～11：30

※８月号に掲載しておりました「ナイター陸上」に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
（誤）８月 31 日 ▶︎（正）９月７日

◆芦

ヨーグルトケーキ

10：00～11：30 いきっこ広場
10：00 ～ 11：30 はつらつ元気塾（壱岐の島ホール）

②フ
 ライパンを温め、ペーパータオルなどで薄く油をなじ
ませて、一旦ぬれ布巾に乗せて粗熱をとる。
③ ①をお玉ですくいフライパンに流し入れ、弱火で片面が
プツプツと穴が開いてきたら裏返し、さらに１～２分焼く。
④で
 きあがったホットケーキを 2cm 角に切り、 表面にま
んべんなくりんごジュースをかけて生地をしっとりさせて
おく。

ホットケーキミックス 200g

 んごは芯を取り、厚さ 5mm のいちょう切りにする。
りんご�������1/4個 ⑤ り

卵��������� １個

 ウルにＡを入れ、ボウルの底を氷水に当てながらもっ
生クリーム�� 200ｇ ⑥ ボ
たりするまで泡立て、さらにプレーンヨーグルトを加え
グラニュー糖�� 40ｇ
て混ぜる。
プレーンヨーグルト 300ｇ
⑦ 器に⑥のクリームを入れ、ホットケーキ、りんご、さら
ミントの葉（飾り用）� ４枚
にクリームの順に乗せ、あればミントの葉を飾って完成。

牛乳������� 150ml
サラダ油������ 適宜
りんごジュース��� 60ml

Ａ

【市章の説明】壱岐市の「ｉ」をモチーフに躍動する曲
線で、飛躍する姿を力強く表現。漢字の「人」で波を表

太陽、緑は自然に恵まれた豊かな暮らしを意味します。

https://www.city.iki.nagasaki.jp
●メールアドレス
現し、出会いと交流をイメージ。赤は活力と未来へ輝く

17 火

９：30～11：00 健診結果説明会
（壱岐の島ホール）
10：00～11：30 いきっこ広場
13：30～15：00 健診結果説明会（つばさ）
14：30～16：30 図書ボランティア研修会（一支国博物館）※要申込

壱岐高校文化祭

世界アルツハイマーデー
９：00～15：30 壱岐高校文化祭
10：00～／14：00～ いきはくシネマ
（壱岐の島ホール）
10：00～15：00 手話奉仕員養成講座（基礎編）
13：30～15：00 壱岐動物愛護フェスティバル（イオン壱岐店横芝生広場）

自治公民館「福祉保健部」活動研修会（かざはや）

９：00～15：00 壱岐高校体育祭
（壱岐の島ホール）
10：00～15：00 手話奉仕員養成講座（基礎編）
10：00～16：00 第22回一支國幼児相撲大会（壱岐島開発総合センター）
14：00～ 壱岐島健康大学（壱岐の島ホール）
14：00～ 壱岐学講座
15：00～ ナイター陸上（大谷公園グラウンド）

12：55～15：45

「広報いき」は、見やすく読みまちがえにくいユニ
バーサルデザインフォントを採用しています。

「広報いき」は、石油系有機溶剤の一部を大豆油に
置き換えたソイインキを使用しています。

