
催しもの

第38回
佐世保釜墓地戦歿者追悼式

佐世保釜墓地戦歿者護持会事務局
☎0956-58-2139

問合せ

佐世保釜墓地に眠る戦没者の方々のご冥
福をお祈りするため、追悼式を開催します。

■と　 き／5月12日(日)10時30分～
■ところ／釜緑地(佐世保市江上町） 
　　　　　※受付は会場で行います

せんぼつ

検 索長崎犯罪被害者支援センター 

（公社）長崎犯罪被害者支援
センター
☎095-820-4978

問合せ

犯罪被害者の電話相談や支援に関する
広報啓発活動を行うボランティアを養成
する講座です。

被害者支援員養成講座
受講生募集 無料

■と　き／6～11月の第2・4土曜日
　　　　　13時～16時
■ところ／長崎犯罪被害者支援セン
　　　　　ター(長崎市大黒町)
■対　象／20歳以上で健康な方
■人　数／10名程度
■申　込／4月8日(月)～5月17日(金)

検 索長崎県新規就農相談センター 

長崎県新規就農相談センター
☎0957-25-0031

問合せ

県内で新規就農を目指す研修生を募集
します。

農業の技術習得支援
研修生募集 受講料無料

■対　　象／県内で就農を目指す64歳
　　　　　　未満の健康な方
■申　　込／4月1日(月)～5月10日(金)
■試  験  日／5月17日(金)
■研修期間／今年6月から1年間
　　　　　 (基礎技術研修2カ月、　
　　　　　　農家派遣研修10カ月)
■定　　員／20名
※教材費や保険加入料等の自己負担あり

Ｖ・ファーレン長崎
ホームゲーム

（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

と　き 対戦チーム
4月7日(日)
14時キックオフ レノファ山口FC

　27日(土)
14時キックオフ 鹿児島ユナイテッドFC

長崎県子育て応援
住宅支援事業

県の住宅課
☎095-894-3104

問合せ

検 索住まいの玉手箱

■内  容／中古住宅取得、リフォーム費用
　　　　 (補助率1/5、上限40万円)
※詳しくはお問い合わせください

安心して子どもを産み育てることができる
よう、子どもが3人以上の多子世帯や3世代
同居・近居を開始する世帯に対して、住環境
の整備費用の一部を補助します。

被爆体験者精神医療受給者証
の対象合併症が追加されます

 県の原爆被爆者援護課
☎095-895-2475

問合せ

検 索長崎県被爆体験者

4月1日から対象合併症に「脂質異常症」
が追加されます。対象とならない疾患も
ありますので、受給者証への追加申請を
希望される方は、医師に確認のうえ、ご
連絡ください。
※長崎市にお住まいの方は長崎市役所調査課
　(☎095-829-1290)へお問い合せください

1等、前後賞合わせ
て5億円！当選本数
が13 本のドリーム
ジャン ボ 宝くじが
発売されます。県内
で販 売された宝く
じの 収 益 金 は 、県
内のさまざまな事業を通じて地域の皆
さんのために役立てられます。

｢ドリームジャンボ宝くじ｣
の購入は県内で！

県の財政課
☎095-895-2171

問合せ

検 索長崎県 宝くじ

■発売期間／4月1日(月) ～ 26日(金)
■価　　格／1枚300円
　  　　　　　　※ネット購入も可能
■抽  選  日／5月10日(金)

性暴力の被害に遭われた方が必要な支
援を受けられるようサポートします。

(公社)長崎犯罪被害者支援セン
ター内「サポートながさき」
☎095-895-8856

問合せ

検 索性暴力 長崎 

性暴力被害者支援
｢サポートながさき｣

■相談時間／月～金曜日 9時30分～17時
　　　　　　※祝日、年末・年始を除く
■支援内容／女性相談員による電話や
　　　　　　メール、面接での相談、医
　　　　　　療機関や弁護士、臨床心
　　　　　　 理士の紹介および付き添い
※メールで受け付けた相談は電話で回答します

相談無料

地域で安心して快適に暮らすには、ご近
所同士のつながりや助け合いが大切で
す。自治会・町内会をはじめ、老人クラブ
や婦人会、子ども会などが、地域をより良
くするために活動しています。この春新し
い土地へ転入される皆さんも、まずは自
治会・町内会に加入し、身近な活動から
参加してみませんか。

地域コミュニティ活動に
参加しましょう！

県の地域づくり推進課
☎095-895-2245

問合せ

検 索長崎県地域づくり推進課 

期間中に1回受診できます。ご希望の方
は、下記の受付へお申し込みください。

県の原爆被爆者援護課
☎095-895-2475

問合せ

検 索長崎県被爆二世健康診断

■申 込／4月1日(月)～来年2月14日(金)
■受 付／市や町の窓口、県の保健所
■対 象／次の要件をすべて満たす方
①両親のどちらかが原爆被爆者の方
②昭和21年6月4日以降に生まれた方 
　(広島で被爆した方は同年6月1日以降)
③県内に居住の方
※長崎市にお住まいの方は長崎市役所援護課
　(☎095-829-1149)へお問い合わせください

被爆二世の健康診断 無料4～6月は
｢不正大麻・けし撲滅運動｣

 県の薬務行政室
☎095-895-2469

問合せ

検 索長崎県薬務行政室

無許可での大麻栽培や所持は法律で禁止
されています。また、けしには植えてはい
けないものがありますので十分注意してく
ださい。大麻・けしの不正栽培や自生に関
する情報は、県の薬務行政室または最寄
りの保健所、警察署にご連絡ください。

大麻 植えてはいけないけし

西彼青年の家
わくわく海体験塾
｢YAHHO-!春の海｣

みんなで海までハイキングをして魚釣りや磯遊び
を楽しみ、海と山の食材をおいしくいただきます。

検 索西彼青年の家
☎0959-32-1337問合せ

■と　き／5月18日(土)～19日(日)
　　　　　1泊2日
■対　象／どなたでも
■参加費／子ども：1,900円
　　　　　大　人：2,100円
■申　込／5月8日(水)まで

やっほー

県の医療人材対策室
☎095-895-2421

問合せ

卒業後、医師や看護職員として県内の医
療機関などで就業を希望する方に修学資
金を貸与します。一定期間、指定する県内
の医療機関等で勤務した場合、返還を免
除します。

医療に関する
修学資金貸与制度の利用者募集

① 医学修学資金
■対　象／医学部医学科の学生

◎貸与内容
■入学金・授業料（国立大学相当額。
　国立大学以外の学生は国立大学標
　準額の1.1倍）
■専門課程での学習図書購入費
　（年200,000円以内）
■生活費（月70,000円以内）

検 索長崎県医学修学資金

② 看護職員修学資金
■対　象／看護師等学校・養成所の学生

◎貸与内容
■保健師、助産師、看護師課程
　（月32,000円）
■准看護師課程（月21,000円）

検 索長崎県看護職員修学資金

■申　込／4月1日(月)～6月28日(金)

■申　込／4月1日(月)～7月31日(水)

軽減税率対策補助金事務局
☎0120-398-111

問合せ

検 索軽減税率対策補助金

■対　象／中小企業・小規模事業者

10月1日からの消費税率引き上げに伴い導
入される軽減税率に対応するため、レジの
導入または受発注や請求書管理を行うシス
テムの改修等を支援する補助金がありま
す。利用を希望する方は早めの申し込みを
お願いします。

レジ・システム補助金
(軽減税率対策補助金制度)
をご利用ください

長崎にいても長崎を離れていても、みん
なが｢ナガサキ｣でつながるリアルで旬な
情報とどこか懐かしい話題をどんどんお
届けします。ぜひフォローしてください。

県の若者定着課
☎095-895-2732

問合せ

検 索つながるナガサキ

InstagramTwitter

｢つながるナガサキ｣
(Twitter・Instagram)
のアカウントを開設しました！

ツイッター インスタグラム

Twitter または
Instagram で

13 12

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


