
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。 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。

新型コロナウイルスの影響により、延期・中
止・内容変更になる場合があります。事前
にウェブサイトやお電話でご確認ください。
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催しもの

暮らしに役立つ情報を伝えるけん！

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

西彼青年の家イベント
①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～
種まきや除草作業などを体験し、自
分で育てたそばを収穫します。12月
に取れたて、ひきたて、打ちたて、ゆで
たてのそばをいただきます。
●と　き／8月29日（土）
●対　象／どなたでも
●参加費／500円
●申　込／8月22日（土）まで
②わくわくおやつ工房～秋編～
　「月見団子作りにチャレンジ！」
竹串作りをはじめ、いろいろな味のお
団子を作って、おいしくいただきます。

●と　き／9月13日（日）
●対　象／どなたでも
●参加費／500円
●申　込／9月6日（日）まで

検索西彼青年の家

問合せ ☎0959-32-1337

ながさき県民の森
フォトコンテスト2020

ながさき県民の森の四季折々の自然
風景や生き物、訪れた人たちが楽し
む様子など、思い出の一こまを撮影し
た作品を募集します。
（撮影期間：令和元年10月1日～令和
　　　　　2年9月30日）
●申　込／7月1日（水）～9月30日（水）

※必着
●対　象／どなたでも

検索ながさき県民の森

問合せ 県の林政課
☎095-895-2988

「心の輪を広げる体験作文」・
「障害者週間のポスター」の募集
障害の有無に関わらず、誰もが相互
に人格と個性を尊重し支え合う共生
社会の実現を目指し、障害のある人
に対する理解の促進を図るため、作
文やポスターを募集します。
●対　象／作　　文：小学生以上
　　　　　ポスター：小・中学生
●申　込／7月1日（水）～9月4日（金）
※当日消印有効
※詳しくはウェブサイトをご覧ください

検索長崎県障害福祉課

問合せ 県の障害福祉課
☎095-895-2451

県立高等技術専門校 
「オープンキャンパス【実習体験型】」
広い施設や充実した設備、
訓練風景が見学でき、希望する科の
実習が体験できます。 

◎佐世保校
●と き／7月21日（火）
　　　　 10時～15時30分
●申 込／7月15日（水）まで

◎長崎校
●と き／①7月12日（日）※見学のみ
　　　　 ②7月29日（水）
　　　　 いずれも10時30分～15時
●申 込／①7月  3日（金）まで
　　　　 ②7月17日（金）まで

◎帰国者・接触者相談センター
●開設時間／平日9時～17時30分
長崎市保健所
佐世保市保健所
県南保健所
県央保健所
県北保健所
対馬保健所
壱岐保健所
五島保健所
西彼保健所
上五島保健所

☎095-801-1712
☎0956-25-9809
☎0957-62-3289
☎0957-26-3306
☎0950-57-3933
☎0920-52-0166
☎0920-47-0260
☎0959-72-3125
☎095-856-5059
☎0959-42-1121

検 索長崎高等技術専門校
問合せ ☎095-887-5671

検 索佐世保高等技術専門校
問合せ ☎0956-62-3799

食育に関する募集

①「誰かと食べるっておいしいね！
　楽しいね！」作品の募集
家族や友人と一緒
に食べる楽しさを
テーマにした標語・
写真・絵画を募集し
ます。入賞作品は、
ウェブサイトなどで
紹介する予定です。
●応募方法／作品と応募用紙を提出
　　　　　　（複数の応募可）
●対　　象／県内在住の方
●申　　込／9月30日（水）まで

②食育ボランティアの募集
地域や学校、幼稚園、保育所などで食
育についての知識を広め、調理実習
や体験活動などを行う「食育ボラン
ティア」を募集します。
●対　象／県内在住または勤務してい

る18歳以上の方、県内で活
動している団体・企業など

●受　付／随時

検索長崎県　食育

問合せ 県の食品安全・消費生活課
☎095-895-2366

長崎県食育キャラクター
びわ太郎

無料

検索長崎県 新型コロナウイルス

お知らせ

募　集

新型コロナウイルス感染症
対策に役に立つウェブサイト
文部科学省のウェブサイトで、マスク
の作り方などが紹介されています。マ
スクの型紙をダウンロードしたり、ハ
ンカチでマスクを簡単に自作する方法
を動画で見たりできるほか、学習に役
立つ内容も豊富に掲載されています。

検索文部科学省　子供の学び応援コンテンツ

新型コロナウイルス感染症
を疑う方はご連絡ください
息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ
（倦怠感）、高熱などの強い症状のい
ずれかがある場合、発熱や咳など比
較的軽い風邪の症状が続く場合は
すぐにご連絡ください。
※高齢者や基礎疾患などがある方で
発熱や咳などの比較的軽い風邪の
症状がある場合もご連絡ください 

※土・日・祝日は長崎県相談センター
　　　　　　　   ☎070-4223-4371
　　　　　　　   ☎070-2667-3211
または長崎市・佐世保市保健所へ

電話相談が難しい方はファック
スでも相談できます。相談票を
ウェブサイトからダウンロードし
てご利用ください

中小企業向け融資制度
「緊急資金繰り支援資金（新型
 コロナウイルス感染症対応）」

「緊急資金繰り支援資金」の中に一
定の条件の下で当初３年間は実質無
利子となる新しい区分を加えました。 
●対　象／新型コロナウイルス感染

症の影響により、経営の
安定に支障が生じている
中小企業者 

●融資限度額／1企業当たり3,000万円
●貸付利率／年1.30％
　　　　（ただし当初3年間は実質無利子）
●保証料／年0％または0.425％

検索長崎県 緊急資金 新型コロナ

問合せ ○融資申し込みに関すること
　県制度融資取扱金融機関
○制度に関すること
　県の経営支援課
　☎095-895-2651

中小企業事業主のテレワーク
導入に対する取り組みを
支援します 

●対　象／国の「働き方改革推進支
援助成金（テレワークコー
ス）」の支給決定を受けた
県内中小企業事業主

●助成率／対象経費の1/2または1/4
　　　　   （国の助成率に応じて助成）
●上限額／1企業当たり50万円

検索長崎県テレワーク導入助成金

問合せ 県の雇用労働政策課
☎095-895-2714

個人向け緊急小口資金
などの特例貸付 

新型コロナウイルス感染症の影響に
よる休業や失業などで、一時的に資
金が必要となったり、生活の維持が
困難となったりした世帯を対象に、
無利子の特例貸付を実施していま
す。詳しくは、お住まいの市町の社会
福祉協議会へお問い合わせくださ
い。申請書類は社会福祉協議会、九
州労働金庫や日本郵便ウェブサイト
で入手できます。 

検 索長崎県 個人向け 緊急小口資金

県民祈りの日
毎年8月9日は「県民祈りの日」です。
原爆犠牲者のご冥福をお祈りし、平
和への誓いを新たにするため、長崎に
原爆が投下された8月9日の午前11
時2分に、家庭や職場で1分間の黙と
うを捧げましょう。
●と　き／8月9日（日） 
　　　　　11時2分～（1分間）

検索県民祈りの日　ながさき

問合せ 県の原爆被爆者援護課
☎095-895-2471

統計グラフコンクール
身の回りの出来事や興味のあること
をテーマにした統計グラフを募集し
ます。優秀作品は県内で行われる作
品展で展示します。

●対　象／小学生以上
●申　込／9月24日（木）まで※必着

検索長崎県グラフ

問合せ 県の統計課
☎095-895-2222

そ　ば
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高校生の離島留学制度
美しく豊かな自然や文化が息づく“し
ま”で外国語や歴史、スポーツなどを
専門的に学べる制度で、県内だけで
なく全国から目的意識を持った生徒
が集まっています。
●実施校／
対馬高校（国際文化交流科）
壱岐高校（東アジア歴史・中国語コース）
五島高校（スポーツコース）
五島南高校（夢トライコース）
奈留高校（Ｅ-アイランド・スクール）

※コースの特徴など詳しくは、各高校
　のウェブサイトをご覧ください

検索長崎県　離島留学

問合せ 県の高校教育課
☎095-894-3354

無料
福祉のお仕事紹介します
キャリア支援専門員が、福祉
のお仕事探しをきめ細かくサポートし
ます。有資格者や経験者だけでなく、
福祉の資格や経験がない方も大歓迎
です。まずはパソコンやスマートフォ
ンから求職登録をお願いし
ます。ＬＩＮＥや電話での
相談も受け付けています。

検索長崎県　福祉のお仕事

問合せ 長崎県社会福祉協議会
☎095-846-8656

「女性のためのおしごと
相談窓口」をご利用ください
就業を目指す女性を対象に、オンラ
インや電話による相談を行っていま
す。スマートフォンやパソコン、電話で
カウンセラーに個別相談ができます。
●と　き／月～金曜10時～18時
　　　　　（祝日、12／29～1／3を除く）
※オンライン相談は事前予約が必要です

検索長崎県ウーマンズジョブ

問合せ 長崎県人材活躍支援センター
☎095-842-5424

6～8月は農薬危害防止
運動月間です
農薬を使用する機会が増える時期で
す。農薬による事故を防ぐため、以下
のことに注意しましょう。

検索長崎県　農薬危害防止運動

問合せ 県の農業経営課
☎095-895-2933

●農薬を使う前にはラベルに記載
されている注意事項をよく読
み、使用方法や使用上の注意を
守りましょう。

●散布時は、周辺の作物、学校、家
畜、住宅地、河川などへの飛散
に注意しましょう。

●農薬の保管場所には必ず鍵をか
けるなど適切に管理し、誤飲・誤
食を防止しましょう。

７月は「愛の血液助け合い
運動」月間です
献血で救える命があります。電話予
約による献血も可能ですので、ご協力
をお願いします。
献血の記録や予約ができるWeb会
員サービス「ラブラッド」も
ご利用ください。

問合せ 県の薬務行政室
☎095-895-2469

◎献血受付場所
①献血ルーム「はまのまち」
　（長崎市浜町）
②献血ルーム「西海」
　（佐世保市上京町）
③献血バス（県内各地）
　※スケジュールは
　　「長崎県　献血」で検索

検索ラブラッド

無料
交通事故相談
損害賠償や示談の進め方な
ど、交通事故でお困りの方からの相
談を受け付けています。

県内各地での巡回相談（予約制）も毎
月開催しています。

検索長崎県交通事故相談所

五島市役所
（五島市福江町）

7月10日（金）
10時～15時

7月3日（金）
10時～15時

7月9日（木）
10時～15時

松浦市役所
（松浦市志佐町）

7月14日（火）
10時～15時

新上五島町役場
（新上五島町青方郷）

7月21日（火）
10時～15時

諫早市役所　高城会館
（諫早市高城町）

県北振興局
（佐世保市木場田町）

と　き と こ ろ

●相談窓口／交通事故相談所（県庁内）
　　　　　　（長崎市尾上町）
　　　　　　☎095-824-1111
　　　　　　内線：3776または3777
●相談時間／平日9時～16時

Ｖ・ファーレン長崎
ホームゲーム

●ところ／トランスコスモススタジアム
　　　　　長崎（諫早市宇都町）
※新型コロナウイルス感染拡大の影
響により変更になる可能性があり
ますので、事前にＶ・ファーレン長
崎のウェブサイトをご確認ください

※できるだけ公共交通機関をご利用
ください

検索Ｖ・ファーレン長崎

問合せ （株）Ｖ・ファーレン長崎
☎0957-43-2095

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

7月12日（日）
18時キックオフ

レノファ山口FC


