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検 索奨学金返済アシスト

県の若者定着課
☎095-895-2731

問合せ

地域産業を担う人材の育成・確保のため、
大学などを卒業後、対象業種の県内企業
に一定期間就業した場合、奨学金の返済
を支援します。

■対    象／今年4月に大学などに進学予
　　　　　定の高校3年生や対象奨学
　　　　　  金を受給している大学生等
■支援額／奨学金返済額の2分の1以内
　　　　　（上限150万円）
■申　込／5月7日(火)まで

奨学金の返済を支援します

検 索長崎県すこやか長寿財団

（公財）長崎県すこやか長寿財団
☎095-847-5212

問合せ

6月6日(木)～9日(日)に長崎県美術館で開
催する作品展の作品を募集しています。

■対　象／県内在住の60歳以上（昭和
35年4月1日以前生まれ）の
アマチュアの方

■部　門／絵画、写真、書、工芸･彫刻
　　　　　※出品は1部門につき1点
■申　込／4月30日（火・祝）まで
■出品料／1部門につき500円。ただし、

「施設から出品の部」は無料。
詳しくはお問い合わせください。

第16回長崎県ねんりんピック
生きがい作品展の作品募集

医療保険が適用されない特定不妊治療（体
外受精・顕微授精）の経費の一部を助成して
います。平成30年度の申請は、3月29日（金）
までです。間に合わない場合は、事前にお住
まいの地域の保健所にご相談ください。

県のこども家庭課
☎095-895-2445

問合せ

検 索長崎県 不妊治療助成

■助成額／初回30万円、2回目以降15
　　　　　万円(凍結胚移植等は7.5
　　　　　万円)、男性不妊治療は15
　　　　　 万円上乗せ
■対　象／治療開始時の妻の年齢が
　　　　　 42歳以下、夫婦の合計所得
　　　　　 額が730万円未満の方など

特定不妊治療費を助成します

西彼青年の家イベント　

検 索西彼青年の家

☎0959-32-1337問合せ

① 春の自然の学校「春を探そう！
　 ハイキング＆クッキング」
家族や友達と春の野山でハイキング
を楽しみませんか。採集した山菜は、
調理しておいしくいただきます。
■と　き／ 3月23日(土)～24日(日)
■対　象／どなたでも
■参加費／大　人：2,100円
　　　　　子ども：1,900円
■申　込／3月13日(水)まで
② わくわくおやつ工房  ～ 春編 ～
　 「旬を食す！春おやつ」
春の食材を使って桜餅やよもぎ餅を
作るほか、来年用に桜の花や葉を集め
て塩漬けにして楽しみます。
■と　き／4月7日(日)
■対　象／どなたでも
■参加費／500円
■申　込／3月31日(日)まで

世界自閉症啓発デーin長崎　

検 索長崎県 自閉症啓発デー

県のこども家庭課
☎095-895-2445

問合せ

4月2日は「世界自閉症啓発デー」、4月2日～
8日は「発達障害啓発週間」です。自閉症を
はじめ発達障害を知っ
てもらうため、4月2日に
県内の多くの施設がシ
ンボルカラーのブルーで
ライトアップされます。
※詳しい場所などはホーム
　ページをご覧ください

保育所や認定こども園等では、保育士が
不足しています。保育士資格をお持ちで
就業を希望する方を専任のコーディネー
ターが支援します。また、保育人材バンク
へ登録していただくと求人情報や支援情
報などをお知らせします。

長崎県保育士・保育所支援センター
をご利用ください

長崎県保育士・保育所支援センター
☎095-894-5801

問合せ

検 索長崎県保育士・保育所支援センター

■場　所／長崎県総合福祉センター3階
　　　　　(長崎市茂里町)

無料

公共施設などの身障者用駐車場は、歩行
が困難な障害者、高齢者、難病者のほか、
妊産婦やけが人など必要とする方が利用
できるようマナーを守りましょう。「身障
者用駐車場利用証（パーキング･パーミッ
ト）」をお持ちの方
は、必ず見えやすい
場所に掲示のうえ
駐車してください。
また、身障者用駐
車 場を設 置し、こ
の制度にご協力い
ただける店舗や施
設を随時募集して
います。

県の福祉保健課
☎095-895-2416

問合せ

検 索長崎県 パーキング・パーミット

身障者用駐車場利用証 
(パーキング・パーミット)制度の
協力施設を募集しています

（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･バス等）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！ ©VVN

ニッポンたからものプロジェクト
～日本遺産×Live Art～波佐見公演

検 索ニッポンたからものプロジェクト

（公社）日本芸能実演家団体協議会
☎03-5909-3060

問合せ

日本遺産の認定地域「肥前やきもの圏」
を舞台に伝統芸能や地域文化を楽しむ
イベントです。日本遺産をテーマにした
トークイベントを
はじめ、皿山人形浄
瑠璃(県指定無形民
俗文化財)の上演な
どが行われます。

PM2.5は大気中に漂う非常に小さな粒子
で、健康への悪影響が懸念されています。
例年11月～5月は高濃度のPM2.5が観測
されていますので、注意しましょう。

PM2.5にご注意ください

県の地域環境課
☎095-895-2356

問合せ

検 索長崎県  PM2.5

■測定状況／県の地域環境課のホーム
　　　　　　  ページに掲載
※注意喚起時は市町の防災行政無線な
　どでもお知らせします

日本人の2人に1人が生涯のうちにがんにか
かるといわれています。がんは、早期に発見
し治療を行えば、克服できる場合が多いで
す。定期的にがん検診を受診しましょう。

がん検診を受診しましょう

 県の医療政策課
☎095-895-2466

問合せ

検 索長崎県 がん検診

世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キ
リシタン関連遺産」の歴史をはじめ、周辺
の観光スポットやグル
メ情 報が満載のハン
ドブックです。12の構
成資産を巡るスタンプ
ラリーも楽しめ、自分だ
けの旅の記憶を残すこ
とができます。ぜひお買
い求めください。

県の観光振興課
☎095-895-2645

問合せ

検 索ながさき旅ネット

■価　格／800円（税抜）
■販　売／全国の書店や通販サイト　

「アマゾン」など

「長崎の世界遺産めぐり」
 好評販売中!

■と　き／3月10日(日)
■ところ／旧波佐見町立中央小学校 
　　　　　講堂兼公会堂ほか
　　　　　（波佐見町井石郷）

ライブアート

引越しなどで住所が変わった方は、県の
各振興局で納税通知書の送付先変更手
続きが必要です（電子申請もできます）。
また、自動車を譲ったり、使わなくなった
りした場合も移転登録または抹消登録
の手続きを怠ると、4月1日現在の登録名
義人に自動車税が課税されます。詳しく
は、最寄りの振興局税務担当課にお問
い合せください。

各振興局税務担当課
長崎　☎095-821-8835
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 索長崎県税務課

自動車税のお知らせ

■長崎　　☎050-5540-2083
■佐世保　☎050-5540-2084
■厳原　　☎050-5540-2085

移転・抹消登録の問合せ先
運輸支局または自動車検査登録事務所

※長崎振興局税務部は、平成31年1月4日に
　長崎市万才町の万才町庁舎（旧県庁舎新
　別館）へ移転しました

2月24日(日)
14時キックオフ 横浜FC

3月9日(土)
14時キックオフ 水戸ホーリーホック

3月30日(土)
14時キックオフ 大宮アルディージャ

4月7日(日)
14時キックオフ レノファ山口FC

4月27日(土)
14時キックオフ 鹿児島ユナイテッドFC

5月11日(土)
14時キックオフ アルビレックス新潟

5月25日(土)
14時キックオフ 徳島ヴォルティス

6月8日(土)
14時キックオフ ファジアーノ岡山

6月22日(土)
18時キックオフ モンテディオ山形

6月29日(土)
18時キックオフ FC琉球

7月20日(土)
18時キックオフ ヴァンフォーレ甲府

7月31日(水)
19時キックオフ 愛媛FC

8月4日(日)
18時キックオフ FC岐阜

8月17日(土)
18時キックオフ 柏レイソル

8月31日(土)
18時キックオフ 東京ヴェルディ

9月7日(土)
18時キックオフ アビスパ福岡

9月21日(土)
キックオフ時間未定 京都サンガF.C.

10月5日(土)
キックオフ時間未定 FC町田ゼルビア

10月12日(土)
キックオフ時間未定 ジェフユナイテッド千葉

10月27日(日)
キックオフ時間未定 ツエーゲン金沢

11月16日(土)
キックオフ時間未定 栃木SC
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暮らしに役立つ情報をお届けするけん！

健康づくりにつながる情報に
「健康長寿日本一長崎県民運動
ロゴマーク」を表示しています


