
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

長崎県戦没者追悼式
本県出身の戦没者に哀悼の意を表
し、恒久平和を祈念するため、追悼式
を開催します。
●と　き／10月28日（水）
　　　　　10時30分
●ところ／シーハットおおむら
　　　　　（大村市幸町）
※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため規模を縮小し、ご遺族と来
賓のみで実施します
問合せ 長崎県戦没者慰霊奉賛会

☎095-844-3868

オンライン
UIターン･転職企業面談会
県内企業への就職･転職をお
考えの方を対象にオンライン面談会
を開催します。参加には事前登録が
必要です。
●と　き／9月～来年2月に5回程度
●対　象／主に県外に居住する求職

者･転職希望者
　※来春大学卒業見込みおよび既卒
　　（3年以内）の方なども参加できます

検索長崎県雇用労働政策課

問合せ 県の雇用労働政策課
☎095-895-2711

無料

依存症回復プログラム
～「今の自分を変えたい」
あなたに～
アルコール、薬物、ギャンブル
などに頼らない生活を取り戻すこと
を目指すプログラムです。一人で悩ま
ず、まずはお問い合わせください。
●と　き／10月13日（火）～
　　　　　来年2月9日（火）
　　　　　月1回（第2火曜）
　　　　　13時30分～15時30分
　　　　　※途中参加も可
●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／アルコール、薬物、ギャン

ブルなどの使用・利用を
改めたい方（要事前面談）

●申　込／9月30日（水）まで

検索長崎県　依存症

問合せ 長崎こども・女性・障害者支援センター
☎095-846-5115

無料

無料

女性のための起業相談
豊富な支援実績をもつ専門
家が、起業についての相談を受け付
けます。相談は1時間程度で、無料託
児サービスもあります。
●と　き／第2火曜･第3木曜
　　　　　13時～17時
　※変更になる場合があります
●ところ／ウーマンズジョブ
　　　　　ほっとステーション
　　　　　（長崎市川口町）
●対　象／起業を考えている女性
●申　込／相談日の3営業日前まで

検索長崎県ウーマンズジョブ

問合せ ウーマンズジョブほっとステーション
☎095-842-5424

親子体験教室「親子炊さん編」
親子で自然とふ
れあいながら共
同作業を行い、
自然を大切にす
る心を育むとと
もに親子の絆を
深めましょう。
●と　き／10月24日（土）～25日（日）
●ところ／佐世保青少年の天地
　　　　　（佐世保市烏帽子町）
●対　象／家族、グループ
●参加費／ひとり1,200円
●申　込／10月15日（木）まで

検索佐世保青少年の天地

問合せ 佐世保青少年の天地
☎0956-23-9616

お知らせ

1等、前後賞合わせて
5億円！当せん本数
11本の「ハロウィン
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、さまざまな事業を通じて県民の
皆さんのために役立てられます。
●発売期間／9月23日（水）～
　　　　　　10月20日（火）
●価　　格／1枚300円
●抽 選 日／10月27日（火）

検索宝くじ公式サイト

問合せ 県の財政課
☎095-895-2171

「ハロウィンジャンボ宝くじ」
の購入は県内で！

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
響により変更となる可能性があり
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

10月10日（土）
14時キックオフ

レノファ山口FC

知っていますか?
ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、心
臓や腎臓などの機能に障害がある
方、難病や妊娠初期の方など、支援や
配慮を必要としている方が身に付け
ることで、周囲からの援助を受けやす
くするためのマークです。
ヘルプマークを身に
付けた方を見かけ
たら、電車やバスで
席を譲ったり、困っ
ているようであれば 
声をかけるなど、思
いやりのある行動
をお願いします。

検索長崎県　ヘルプマーク

問合せ 県の障害福祉課
☎095-895-2453

無料
休日労働相談
働く方と事業主の方の双方を対
象に、さまざまな労働問題について、電
話または面談での相談を受け付けます。
①電話相談
●と　き／10月11日（日）、25日（日）
　　　　　9時30分～16時30分
　☎0120-783-258 または
　☎0120-783-369
②面談相談
●と　き／10月25日（日）
　　　　　9時30分～16時30分
●ところ／県庁（長崎市尾上町）
　※面談相談は事前予約が必要です
　※当日の状況により、電話相談の
　　みとなる場合があります

検索長崎県労働委員会事務局

問合せ 県の労働委員会事務局
☎095-822-2398

県立農業大学校の
学生募集【一次】

●試験日／12月4日（金）
●学　科／野菜、花き、果樹、畜産
●対　象／来春県内の高等学校を卒

業見込みまたはこれと同
等以上の学力を有し、農
業や農業関連産業に従事
しようとする方

●申　込／10月30日（金）～
　　　　　11月20日（金）

検索長崎県立農業大学校

問合せ 県立農業大学校
☎0957-26-1016

入学金・授業料無料
農業の専門的な知
識や技術、経営を実
践的に学ぶ学生を
募集します。

募　集

防災について考えるシリーズ
「秋の防災キャンプ」
災害などの非常時における救急・救命
技術や調理の方法などを学べます。
●と　き／11月7日（土）～8日（日）
●ところ／西彼青年の家
　　　　　（西海市西海町）
●対　象／どなたでも
●参加費／大　人1,700円
　　　　　子ども1,500円
●申　込／10月28日（水）まで

検索西彼青年の家

問合せ 西彼青年の家
☎0959-32-1337

県警音楽隊
第29回定期演奏会

検索長崎県警察

問合せ 警察本部広報相談課
☎095-820-0110

●と　き／12月13日（日）
●ところ／諫早文化会館
　　　　　（諫早市宇都町）

無料県警音楽隊とカラーガード隊
が演奏・演技を披露します。

※詳しくは、ウェブサイトやお電話
　でご確認ください

無料

第21回長崎県障害者芸術祭
プレイベント（作品展）の開催

検索長崎県障害者社会参加推進センター

問合せ 長崎県障害者社会参加推進センター
☎095-842-8178
FAX 095-894-4703

「第21回長崎県障害者芸術
祭」は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、来年度に延期し、今年度
は作品展のみを開催します。
作品展では、障害のある方々による絵
画・書道・手工芸品などさまざまな作
品を展示します。
①佐世保地区
●と　き／11月7日（土）～10日（火）
　　　　　9時～18時
●ところ／アルカスSASEBO
　　　　　（佐世保市三浦町）
②長崎地区
●と　き／12月7日（月）～10日（木）
　　　　　9時～18時
●ところ／県庁（長崎市尾上町）
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10月はマイバッグ持参
運動強化月間です
今年7月から全国でレジ袋が有料化
されました。廃プラスチック削減とご
み減量のため、お買い物の際はマイ
バッグを持参しましょう。
また、県では毎年10月に「ながさき
マイバッグキャンペーン」を実施して
います。県内のキャンペーン参加店
舗でレジ袋削減の広報活動などを
行っています。

検索ながさきマイバッグキャンペーン

問合せ 県の資源循環推進課
☎095-895-2373

10月～11月は、「麻薬・覚醒剤乱用
防止運動月間」です。麻薬、覚醒剤、
大麻、危険ドラッグなどは、私たち
の体に害をもたらす非常に危険な
薬物です。
全国的に10代から20代の若年層を
中心に大麻の乱用が急増し、薬物乱
用の広がりが懸念されています。薬
物についての正しい知識を身に付け、
薬物乱用のない社会をみんなでつく
りましょう！

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

検索長崎県薬務行政室

問合せ 県の薬務行政室
☎095-895-2469

（公財）麻薬・覚せい剤乱用防止センター

消費生活相談は消費者
ホットライン「188」へ！
悪質商法による被害、
不適切な表示に関す
るトラブル、製 品や
サービスによる事故な
どについて相談を受け付けています。
困った時は、一人で悩まずに「188（局
番なし）」へお電話ください。最寄りの
消費生活相談窓口をご案内し、専門の
相談員がトラブル解決を支援します。

検索ながさき消費生活館

問合せ 県の消費生活センター
☎095-824-0999

いい　や　や や
10月は骨髄バンク推進月間です
白血病などの血液の病気により、骨
髄移植を必要としている方が国内に
約1,300人います。骨髄ドナー登録
にご協力をお願いします。
●対　　象／18歳～54歳の健康な方
●登録受付／献血ルーム「はまのま

ち」･「西海」、献血バス、
県立保健所
※県立保健所は要予約

「日本骨髄バンク」のL INE
公式アカウントでは、ドナー
登録に関するさまざまな情
報を提供しています。

検索長崎県　骨髄ドナー

問合せ 県の薬務行政室
☎095-895-2469

特殊詐欺被害防止
コールセンター開設中！

問合せ 警察本部生活安全企画課
☎095-820-0110

通知される電話番号
0120-110-019

「 特 殊 詐 欺 被 害 防止コールセン
ター」を開設し、オペレーターが県民
の皆さんに、特殊詐欺の被害に遭わ
ないための注意の呼びかけを電話
で行っています。

※個人情報を尋ねたり、金銭などを
　要求することは絶対にありません

検索長崎県　業種別ガイドライン

問合せ 県の新型コロナウイルス感染症
対策本部事務局
☎095-894-3191

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

新型コロナウイルス感染
拡大予防ガイドライン
事業者の皆さんは、営業されるにあ
たり、業種ごとに公表されているガイ
ドラインに沿った感染防止対策の徹
底をお願いします。

◎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　☎095-801-1712
　佐世保市保健所☎0956-25-9809
　西彼保健所　　☎095-856-5059
　県央保健所　　☎0957-26-3306
　県南保健所　　☎0957-62-3289
　県北保健所　　☎0950-57-3933
　五島保健所　　☎0959-72-3125
　上五島保健所　☎0959-42-1121
　壱岐保健所　　☎0920-47-0260
　対馬保健所　　☎0920-52-0166
※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

検索長崎県　新型コロナウイルス


