
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。

調理師の方は届出をお願いします

県の国保･健康増進課
☎095-895-2495

問合せ

検 索長崎県 調理師業務従事者届

■届出期間／1月4日(金)～15日(火)
■対　　象／12月31日現在、給食施設や
　　　　　　飲食店などで調理の業務
　　　　　　 に従事している調理師
■届  出  先／就業地を管轄する県の
　　　　　　保健所※就業地が長崎市
　　　　　　 または佐世保市の方は、県
　　　　　　 の国保･健康増進課または
　　　　　　 調理師関係団体

医療関係者の方は
届出をお願いします

①県の福祉保健課
☎095-895-2410
②県の医療政策課
☎095-895-2464
③県の医療人材対策室
☎095-895-2423

問合せ

■届出期間／1月15日(火)まで
■対　　象／12月31日現在
　①県内在住の医師･歯科医師･薬剤師
　②県内で就労中の歯科衛生士･歯科
　　技工士
　③県内で就労中の保健師･助産師･
　　看護師･准看護師
　 ※①は現在就労していない方も対象

年間約76,000件の110番通報のうち、約
17%が事件･事故に関係ない内容です。
急を要しない相談は専用電話｢#9110｣
へ、落とし物や各種問い合わせは各警察
署へご連絡ください。
※1月10日(木)に、JR長崎駅前かもめ広場(長崎市
尾上町)や各警察署でキャンペーンなどを行います

1月10日は｢110番の日｣
～110番は事件･事故専用です～

県警察本部通信指令課
☎095-820-0110

問合せ

検 索長崎県警察

第19回長崎県障害者芸術祭
無料

検 索長崎県障害者芸術祭

長崎県障害者社会
参加推進センター
☎095-842-8178

問合せ

■と　き／12月9日(日)13時～
■ところ／とぎつカナリーホール
　　　　　(時津町野田郷)
■内　容／｢第九｣の合唱、演舞、楽器
　　　　　演奏等の公演、絵画等の
　　　　　作品展示、障害者支援施
　　　　　 設による即売会など

障害者の皆さんが、日頃の芸術・文化活
動の成果を披露します。

冬休みイベント(青年の家等)

①わくわくもの作り工房
　｢門松･ミニ門松を作ろう!｣
自分で作った門松を飾って、新しい年
を迎えませんか。
■と　き／12月22日(土)
■対　象／どなたでも
■料　金／門松　　(300円)
　　　　　ミニ門松(100円)
■申　込／12月15日(土)まで

検 索西彼青年の家

☎0959-32-1337問合せ

②親子体験教室
　｢もちつき･お正月料理編｣
臼と杵を使ってもちつきをして、つきた
てのもちを味わいます。
■と　き／12月22日(土)
■対　象／家族・グループ　50名程度
■料　金／1人550円
■申　込／12月17日(月)まで

検 索佐世保青少年の天地

☎0956-23-9616問合せ

③冬休み子ども天国
正月飾りやキャンドルを作って楽しみ
ます。
■と　き／12月25日(火)～27日(木)
■対　象／小学5・6年生　50名
■料　金／3,500円
■申　込／12月17日(月)まで

検 索千々石少年自然の家

☎0957-37-2769問合せ

１等、前後賞合わせ
て10億円！当選本数
が24本の年末ジャン
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。

｢年末ジャンボ宝くじ｣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／11月21日(水)～12月21日(金)
■価　　格／1枚300円
　  ※今回からネット購入も可能になりました
■抽  選  日／12月31日(月)

実在の会社名をかたる犯人が、｢有料サ
イトの未納料金がある｣や｢本日中に連
絡しなければ裁判になる｣などとうその
メールを携帯電話に送りつけ、不安を感
じて連絡してきた
人 から 現 金 や 電
子マネーをだまし
取る詐 欺 被 害 が
相次いでいます。

有料サイトの未納料金を
請求するメールに要注意！！

警察相談　☎＃9110
警察情報ダイヤル
☎0120-110-874

問合せ

検 索長崎県警 特殊詐欺

■被害に遭わないために
　電話やメールでお金の話が出たら詐欺
　を疑い、家族や警察に相談してください。

インフルエンザを予防しましょう

県の医療政策課
☎095-895-2466

問合せ

検 索長崎県 季節性インフルエンザ

■予防策
　・ワクチンの接種
　・手洗い、うがい、手指の消毒
　・マスク着用･咳エチケット

インフルエンザは、38℃以上の発熱や
喉の痛み、関節痛などの症状を引き起こ
します。高齢者と乳幼児は特に注意が
必要です。症状が現れたら早めに医療
機関で受診しましょう。

来年10月1日から消費税の税率が8%から
10%に引き上げられるのと同時に、軽減税
率制度が実施されます。事業者向けの説明
会が県内各地で開催されま
すのでご参加ください。
開催日程は国税庁のホームページ
またはこちらのQRコードから→

消費税軽減税率制度の説明会

県の税務課
☎095-895-2212

問合せ

検 索消費税 軽減税率制度

一人一人が交通ルールを
守り、交通マナーを高め
て交通事故にあわない
ように、また起こさない
ように注意しましょう。

年末の交通安全県民運動
～一杯で 消える未来と 消せぬ罪～

県の交通･地域安全課
☎095-895-2341

問合せ

検 索長崎県 年末の交通安全運動

■と　き／12月12日(水)～21日(金)
◎重点
　・飲酒運転の根絶
　・高齢者と子供の交通事故防止
　・後部座席を含めた全ての座席のシ
　　ートベルトとチャイルドシートの
　　正しい着用の徹底

お得で便利な｢ココロンパスポート｣がダ
ウンロードできるほか、イベントや子育
て支援施設の案内、県や市町からのお知
らせ な ど 役 に
立 つ 情 報 が 満
載です。ぜひご
利用ください。

ながさき子育て応援
ココロンネット･アプリ

県のこども未来課
☎095-895-2683

問合せ

検 索ココロンネット

日本遺産｢国境の島｣
壱岐･対馬･五島周遊
スタンプラリー

検 索国境の島

日本遺産「国境の島」推進協議会
（県の文化振興課内）

☎095-895-2762

問合せ

■期　間／2月28日(木)まで
■スタンプ設置場所／
　壱岐市、対馬市、五島市、新上五島
　町の各地域に5カ所ずつ、計20カ所

島々に受け継 がれ
る文化や伝 統にふ
れながら各ポイント
に設 置されるスタ
ンプを集めて応 募
すると、抽選で県産
品が当たります。

検 索長崎県 自治医科大学

県の医療人材対策室　
☎095-895-2421

問合せ

卒業後、離島やへき地で働く医師を養成し
ています。入学者全員に入学金や授業料
などの学費が全額貸与され、卒業後に一
定期間、県内指
定の離島の病
院などに勤務
すれば返還が
免除されます。

■申　込／1月4日(金)～23日(水)
　　　　　※22日(火)消印有効
■試験日／1月28日(月)、29日(火)

自治医科大学(栃木県)
医学部の入学者募集

地域防災の要!消防団に入ろう!

市役所･町役場、または
県の消防保安室
☎095-895-2146

問合せ

検 索ながさきの消防団 

消防団は消火活動や
大雨時の河川の警戒
など、地域社会の中で
大切な役割を担って
います。｢自分たちのま
ちは自分たちで守る!｣
を合言葉に一緒に活
動しませんか。女性団
員も大歓迎です。

原則18歳以上の方なら
どなたでも入団可能

入団条件

経験豊富な看護師が家庭での対処方法
や医療機関受診の要否などについてア
ドバイスします。お子さんの急な病気や
ケガなどで心配
なときは、ぜひご
相談ください。
※病気の診断は 
　行いません。

県の医療政策課
☎095-895-2461

問合せ

検 索長崎県小児救急電話相談

■相談時間／毎日18時～翌朝8時
　　　　　　※日曜･祝日は24時間対応
 ☎#8000(携帯電話からも可能)
つながらない方や松浦市鷹島町･福島町の方   
☎095-822-3308

小児救急電話相談  
#8000 相談無料
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暮らしに役立つ情報をお届けするけん！


