
催しもの

長崎県では、収入確保対策として有料広告を掲載しています。広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、県が奨励するものではありません。ここから下は広告です。広告内容については、広告主にお問い合わせください。

県の⽣活衛⽣課
☎095-895-2364

問合せ

検 索長崎県 食品衛生月間

気温と湿度が⾼いこの時期は、菌が増殖し、
⾷中毒が発⽣しやすくなります。｢⾷中毒予
防の3 原則｣を守り、⾷中毒を防ぎましょう。

◎ ⾷中毒予防の3原則
① 菌を｢つけない｣
　 ⼿や調理器具を清潔にしましょう
② 菌を｢増やさない｣
　 冷蔵庫などで温度管理をしましょう
③ 菌を｢やっつける｣
　 ⾷品は中⼼部まで加熱しましょう

8月は食品衛生月間です

県のこども家庭課
☎095-895-2443

問合せ

検 索長崎県 児童扶養手当

現況届などの提出が必要な⽅には、関係
書類が送付されますので、提出期間内に
お住まいの市町担当係に提出してくださ
い。提出されない場合、8⽉以降の⼿当が
受けられなくなり、2年間提出されていな
い場合、受給資格を失います。

◎ 提出期間
■児童扶養⼿当現況届
     8⽉1⽇(⽔)〜31⽇(⾦)
■特別児童扶養⼿当所得状況届
     8⽉13⽇(⽉)〜9⽉11⽇(⽕)

児童扶養手当・特別児童
扶養手当のお知らせ

県の人事課
☎095-895-2153

問合せ

職員のワークライフバランスの実現や業
務効率の向上のため、｢ゆう活(夏の生活ス
タイル変革)｣に取り組んでいます。

■期　　間／9月7日(金)まで
■勤務時間／①8時～16時45分
　　　　　　②8時30分～17時15分
　　　　　　③9時～17時45分
　※ ①～③のうちから勤務時間帯を選択
　※ 開庁時間や休憩時間は変更なし
■対　　象／県庁や各振興局、各地方機関

県庁版｢ゆう活｣を行っています

各振興局の税務担当課
長崎  ☎095-822-3104
県央  ☎0957-22-0508
県北  ☎0956-23-1400
五島  ☎0959-72-1575
壱岐  ☎0920-47-1111
対馬  ☎0920-52-1311

問合せ

検 索長崎県 個人事業税

8⽉10⽇頃に、納税通知書兼納付書を発
送します。お近くの⾦融機関などで納期
内に納めましょう。納付は、便利で安⼼・
確実な⼝座振替がおすすめです。

個人事業税(第1期分) の
納期限は8月31日(金) です

検 索長崎県人事委員会

県の⼈事委員会事務局
☎095-894-3542

問合せ

◎県職員
① 【 短⼤卒業程度 】学校栄養職員
② 【 ⾼校卒業程度 】⼀般事務、教育事務、 
　　　　　　　　　林業など
◎警察官
③ 【 警察官Ⅲ類 (男性・⼥性) 】

■⼀次試験／①②    9⽉23⽇(⽇・祝)
　　　　　　　 ③ 10⽉14⽇(⽇)
■申　   込／8⽉6⽇(⽉)〜17⽇(⾦)
※ 試験案内・申込書は、県庁や各振 　
　  興局、ホームページで⼊⼿できます

県職員と警察官の募集

検 索県内一斉防犯パトロール

県の交通・地域安全課
☎095-895-2316

問合せ

先着300団体にパトロール⽤の帽⼦3個を
配布します。

■と　　き／10月11日（木）
　※ 当⽇参加できない場合は、犯罪の 
　　  ない安全・安⼼まちづくり推進旬間
　　 (10⽉11⽇(⽊)〜20⽇(⼟))中に実施
■対象地域／県内全域
■申　　込／8月31日（金）まで
　※ 1団体5⼈以上

｢県内一斉防犯パトロール｣
参加団体の募集

検 索梅屋庄吉読書感想文コンクール

県の文化振興課
☎095-895-2762

問合せ

長崎出身の梅屋庄吉と孫文の友情を描い
た｢長崎の偉人-梅屋庄吉-｣の読書感想文
を募集しています。
※応募者全員に参加賞があります

■対　象／県内の主に小学 5・6 年生
　　　　　および中学生
■申　込／9月7日（金）まで
※ 学校経由または問合せ先に直接提出

梅屋庄吉生誕150周年記念
｢長崎の偉人-梅屋庄吉-｣
読書感想文コンクール作品募集

検 索長崎県 うつ病デイケア

長崎こども・女性・障害者支援センター
☎095-846-5115

問合せ

うつ病に効果があると言われている認知
行動療法などのデイケアを行います。

■と　き／10月5日(金)～11月30日(金)
　　　　　毎週金曜9時30分～15時30分
■ところ／長崎こども・女性・障害者支
　　　　    援センター(長崎市橋口町)
■対　象／うつ病で治療中の方　　　
　　　　　(主治医の紹介状が必要)
■申　込／8月31日（金）まで
■料　金 ／診察料、精神科デイケア料

平成30年度うつ病デイケア

検 索長崎県 まちづくりの絵

県の都市政策課
☎095-894-3033

問合せ

■テーマ／「みんなですみたい りそうのまち」
■対　象／県内在住の⼩学⽣
■申　込／9月7日（金）まで
　※ お住まいの市町のまちづくり担当課 
　　  へ提出

｢第30回長崎県まちづくり
の絵コンクール｣作品募集

検 索長崎県中学校文化連盟

県の学芸⽂化課
☎095-894-3385

問合せ

全国の中学⽣が、吹奏楽、合唱、演劇、郷
⼟芸能などの舞台発表や書道、美術作品
などの展⽰を⾏います。

■と　き／8⽉24⽇(⾦)〜25⽇(⼟)
■ところ／アルカスSASEBO
　　　　　(佐世保市三浦町)

第18回 全国中学校総合文化祭 
長崎大会 無料

県の新幹線・総合交通対策課
☎095-895-2061

問合せ

検 索長崎県空港活性化推進協議会

ジェットスターが｢⻑崎
〜成⽥｣線を新たに就
航します。⾸都圏・海外
への旅⾏やビジネスな
どでご利⽤ください。

■就  航  日／9月6日（木）
■運航便数／1⽇1往復(毎⽇運航)
　※ 運航時刻は、ジェットスターのホー
　　 ムページでご確認ください
■片道運賃／5,990円から

長崎～東京(成田)線が就航!

（株）Ｖ・ファーレン長崎
☎0957-43-2095

問合せ

検 索Ｖ・ファーレン長崎

■ところ／トランスコスモススタジアム長崎
                          （諫早市宇都町）
　※ できるだけ公共交通機関（JR･バス）を 
　　  ご利用ください

みんなでＶ・ファーレン長崎を
応援しましょう！

8月 1日（水）
19時キックオフ

北海道コンサドーレ
札幌

8月15日（水）
19時キックオフ 鹿島アントラーズ

8月19日（日）
18時キックオフ セレッソ大阪

8月31日（金）
時間未定 湘南ベルマーレ

と　き 対戦チーム

Ｖ・ファーレン長崎
ホームゲーム

©VVN

種まきや除草作業などを体験し、⾃分で
育てた蕎⻨を収穫します。12 ⽉に採れた
て、挽きたて、打ちたて、茹でたてのそばを
いただきましょう。

検 索西彼青年の家 
☎0959-32-1337問合せ

■と　き／8月25日（土）
■対　象／どなたでも
■参加費／500円
■申　込／8月18日（土）まで

西彼青年の家
みんなで楽しくエコロジーシリーズ
“野良仕事＆食の道”～蕎麦編～

そ　  ば

ひ ゆ

検 索長崎高等技術専門校

☎095-887-5671問合せ

⾼校 ⽣や保 護 者、
⼀般の⽅を対象に、
各校の概要説明や
施設⾒学、実習⾒学
などを⾏います。

◎長崎校
■と　き／8⽉27⽇(⽉)〜31⽇(⾦)、
　　　　　9⽉  2⽇(⽇)
　　　　　13時30分〜15時30分

検 索佐世保高等技術専門校

☎0956-62-3799問合せ

◎佐世保校
■と　き／8⽉26⽇(日)〜31⽇(⾦)
　　　　　13時30分〜15時30分
　※ 8月26日(⽇)は実習⾒学はできません

県立高等技術専門校
「オープンキャンパス」 無料

検 索長崎県 獣医修学資金

県の畜産課
☎095-895-2951

問合せ

将来、県内で家畜の獣医師として働きたい
⾼校3年⽣などを獣医系⼤学へ推薦し、
試験合格後に修学資⾦を貸与します。卒
業後、特定の就業先で獣医師として⼀定
期間勤務した場合は返還が免除されます。

■対　   象／特定の獣医系⼤学を志
　　　　　　望する⾼校3年⽣など
■貸与内容／⼊学⾦等175万円以内、
　　　　　　⼊学後は毎⽉18万円
■募集期間／9⽉14⽇(⾦)まで

獣医師を目指す高校生等を
応援します！

県警本部生活安全企画課
☎095-820-0110

問合せ

詐欺の被害にあわないための注意の呼び
かけを電話で行います。
※ コールセンターが金銭などを要求するこ 
　  とは絶対にありません
※ 不審な電話があったときは、お近くの警察
　  署にご相談ください

■開設期間／来年2月28日(木)まで
　※ 平日10時～18時(年末年始を除く)

特殊詐欺被害防止
コールセンター開設!

通知される番号／0120-110-019
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暮らしに役立つ情報をお届けするけん！


