
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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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

第21回長崎県障害者
スポーツ大会の参加者募集
全国障害者スポーツ大会の予
選も兼ねて行います。これま
で参加したことがない方も大
歓迎です。
●と　き／5月30日（日）
●ところ／県立総合運動公園ほか6会場
●対　象／令和3年4月1日現在13

歳以上で県内に居住し、
身体障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉
手帳のいずれかの交付を
受けた方など

●種　目／陸上、水泳、卓球、サウン
ドテーブルテニス、アー
チェリー、ボウリング、フ
ライングディスク、ユニ
カール、ボッチャ

●申　込／2月15日（月）まで
　　　　　※お住まいの市町の担当
　　　　　課へ参加申込書を提出

検索長崎県障害者スポーツ協会

問合せ （一社）長崎県障害者スポーツ協会
☎095-894-9686

無料

県内最高峰の美術展
第16回県選抜作家美術展
本県の優れた作家による作品（洋画･
書･工芸･日本画･彫刻）を展示します。

スポーツチャンバラin西海
軟らかい剣とアクリル製の防
具を使ったスポーツです。初
めての方も大歓迎です。

●入場料／中学生以下無料
　　　　　高校生以上400円
　　　　　70歳以上300円
　　　　　※南島原市会場は無料

●と　き／2月14日（日）
●ところ／西彼青年の家
●対　象／小学生
●参加費／300円
　　　　 ※前日の練習にも参加し、
　　　　　 宿泊する場合は2,310円
●申　込／2月7日（日）まで

長崎県美術館
（長崎市出島町）

1月7日（木）
～17日（日）
※12日（火）休館

1月20日（水）
～24日（日）

佐世保市博物館
島瀬美術センター
（佐世保市島瀬町）

1月27日（水）
～31日（日）

深江ふるさと伝承館
（南島原市深江町）

と　き と こ ろ

検 索長崎県選抜作家美術展

問合せ 県展事務局（長崎県美術館内）
☎095-825-6058

問合せ ☎0959-32-1337

無料
第66回子ども県展
県内の小･中学生の応募作品
のうち、特別賞と特選に輝いた作品
を展示します。

長崎県美術館
（長崎市出島町）

1月26日（火）
～31日（日）

2月10日（水）
～14日（日）

佐世保市博物館
島瀬美術センター
（佐世保市島瀬町）

2月23日（火･祝）
～28日（日）

対馬市交流センター
（対馬市厳原町）

と　き と こ ろ

検 索長崎県子ども県展 検索西彼青年の家

問合せ 県の学芸文化課
☎095-894-3385

催しもの

募　集

里親出前講座
里親制度への理解
を深め、里親になっていただく方を増
やすため、県内各地で出前講座を
行っています。

西彼保健福祉センター
遊湯館（西海市西彼町）

1月15日（金）
13時30分～
14時30分
1月26日（火）
14時～15時

長与町水道局
（長与町嬉里郷）

2月3日（水）
14時～15時

松浦市役所別館
（松浦市志佐町）

2月10日（水）
10時～11時

時津町総合福祉センター
（時津町左底郷）

2月12日（金）
16時～17時

波佐見町総合文化会館
（波佐見町折敷瀬郷）

と　き と こ ろ

検 索長崎県　里親出前講座

問合せ 長崎県里親育成センター｢すくすく｣
☎0957-53-7343

無料 申込不要

DV相談ナビ #8008

検索DV相談　長崎

配偶者などからのDVに悩んでいる方
のための全国共通の電話番号です。
最寄りの相談機関に自動転送され、
専門の相談員が対応します。秘密は
必ず守ります。一人で抱え込まず、ま
ずはご相談ください。

#8008
携帯電話からも可能。通話料はか
かります
●相談時間／平日9時～17時45分

は ばれれ

お知らせ長崎県産酒！飲んでハッピー！
当たってラッキー！キャンペーン

「長崎県産酒による乾杯の推進に関
する条例」が施行されて5周年です。
県内の飲食店や酒屋、酒蔵で県産酒
を注文･購入した方に抽選で県産品
が当たるキャンペーンを実施します。
●と　き／1月8日（金）～
　　　　　2月16日（火）
※実施店舗はウェブサイトに掲載しています

検索長崎県産酒愛飲キャンペーン

問合せ 県の物産ブランド推進課
☎095-895-2621

もっと野菜を食べよう
キャンペーン
飲食店などで野菜たっぷり
の指定メニューを食べて応
募すると、抽選でヘルシーディナー付
き宿泊券や県産品が当たります。
●と　き／1月15日（金）～
　　　　　2月14日（日）
※実施店舗はウェブサイトに掲載しています

検索長崎県　もっと野菜

問合せ 県の国保・健康増進課
☎095-895-2495

医療関係者の方は届出を
お願いします
医療関係者は、2年ごとに各種届出
が義務付けられています。
●届出期限／1月15日（金）まで
●対　　象／2020年12月31日現在
①県内在住の医師･歯科医師･薬剤師
　（現在就労していない方も含む）
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

問合せ
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 県営住宅の入居者募集

募集住宅の申込書類などを1月15日か
ら県住宅供給公社、県庁、長崎・県央・
県北の各振興局などで配布します。
●申　込／原則郵送のみ
　　　 1月15日（金）～28日（木）

　　　　　※28日消印有効
　　　　　※各地区事務所で受付、
　　　　 　申込多数の場合は抽選

検索長崎県営住宅

問合せ
県住宅供給公社　☎095-823-3050
佐世保事務所　　☎0956-22-9612
諫早事務所　　　☎0957-26-9053
大村事務所　　　☎0957-52-6825

無料

親子で軍艦島上陸
クルーズツアー

「明治日本の産業革命遺
産」の世界遺産登録5周年を記念し、
子どもたちにその魅力や価値を知っ
てもらうため、軍艦島上陸クルーズツ
アーを開催します。
●と　き／1月31日（日）
●対　象／県内在住の小学3～6年生
　　　　　と保護者（合計100名）
　　　　　※申込多数の場合は抽選
●申　込／1月15日（金）まで

検索長崎県　産業革命遺産

問合せ 県の世界遺産課
☎095-894-3171

農作業機付き農耕トラクタ
の公道走行について
農耕トラクタがロータリーなどの直
装型作業機やマニュアスプレッダー
などのけん引タイプの作業機を装着
して公道を走行する場合、基準緩和
認定の条件や制限事項を遵守する必
要があります。条件によっては、大型
特殊免許やけん引免許（どちらも「農
耕用に限る」でも可）が必要です。

検索長崎県　人と環境

問合せ 県の農業経営課
☎095-895-2933

発熱などの症状がある方は、
まずはかかりつけ医などに
お電話ください
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や、発熱、咳など
比較的軽い風邪の症状が続く場合は、
かかりつけ医などの最寄りの医療機関
へ電話で相談しましょう。
※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

受診先に迷う方は、受診･相談セン
ターにご相談ください。センターで
は、新型コロナウイルス感染症に関す
る健康相談にも対応しています。

～受診時のお願い～
必ず事前に電話連絡してから受診し
ましょう。医療機関の状況によって
は、受診ができない場合もあります
ので、医療機関の指示に従い対応を
お願いします。

検索長崎県　新型コロナウイルス

◎長崎県受診･相談センター
☎0120-409-745

　土･日曜、祝日を含む24時間対応

LINE公式アカウントで
新型コロナウイルス感染症
に関する情報を発信中

検索長崎県　パーソナルサポート

問合せ 県の新型コロナウイルス感染症
対策戦略チーム
☎095-894-3189

L INE公式アカウント｢長
崎県新型コロナ対策パー
ソナルサポート｣では、新型
コロナウイルス感染症に
関する最新の情報を提供
しています。

コロナ
関連

コロナ
関連


