
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。

お知らせ

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6回ながさき女性活躍
推進企業等表彰
女性の活躍に取り組む企業などを表
彰します。漫画家の弘兼憲史氏（『島
耕作』シリーズ原作者）による講演も
あります。
●と　き／2月16日（火）
　　　　　13時30分～
●ところ／メルカつきまち
　　　　　（長崎市築町）
●定　員／100名（先着順）
●申　込／2月9日（火）まで
※オンラインでの視聴も予定しています

検索ながさき女性活躍

問合せ ながさき女性活躍推進会議事務局
☎095-822-0245

県内在住の60歳以上の方
（昭和37年4月1日以前に生
まれた方）のスポーツと文化活動の祭
典です。参加料などは種目によって異
なります。

  スポーツ交流大会
●と　き／5月15日（土）ほか
●ところ／長崎市、佐世保市、
　　　　　諫早市、大村市、長与町
●申　込／3月1日（月）まで
※ボウリングは3月23日（火）まで、ゴ
ルフは3月29日（月）～4月12日（月）

  文化交流大会
●申　込／3月23日（火）まで
①囲碁交流大会
●と　き／5月15日（土）
●ところ／長崎県勤労福祉会館
　　　　　（長崎市桜町）
●対　象／アマチュア愛好者（15歳以下も可）
②ふれあい三世代交流将棋大会
●と　き／5月16日（日）
●ところ／三菱記念会館（長崎市稲佐町）
●対　象／アマチュア愛好者（年齢制限なし）
③健康マージャン交流大会
●と　き／5月16日（日）
●ところ／マージャンハウスいでがみ
　　　　　（長崎市大橋町）
●対　象／アマチュア愛好者

検索長崎県すこやか長寿財団

問合せ 長崎県すこやか長寿財団
☎095-847-5212

無料

令和2年度長崎県
人権教育中央研修会

「『知ること』『気づくこと』か
ら、互いを認め合う社会を目指して」
をテーマに、ハラスメント（嫌がらせ）
の最新事情と病気を理由とする差別
問題についての講演を行います。
●と　き／2月12日（金）
　　　　　13時～16時40分
●ところ／県庁（長崎市尾上町）
●対　象／どなたでも
●定　員／1講演120名（先着順）
●申　込／2月10日（水）まで

検索長崎県　人権・同和対策課

問合せ 県の人権･同和対策課
☎095-826-2585

1泊2日の
わくわくお泊り会

●と　き／2月20日（土）～21日（日）
●ところ／西彼青年の家
　　　　　（西海市西海町）
●対　象／小学校低学年
●参加費／2,100円
●申　込／2月10日（水）まで

仲間と一緒に宿泊や自然体験
を楽しみませんか。

検索西彼青年の家

問合せ 西彼青年の家
☎0959-32-1337

無料

エコラボ2021
in Sasebo
環境保全に取り組む団体など
による環境啓発イベントです。簡易顕
微鏡工作やエコドライブシュミレー
ターなど、さまざまな体験ができます。
●と　き／2月13日（土）
　　　　　12時～15時30分
●ところ／させぼ四ヶ町商店街

検索エコラボ2021 in Sasebo

問合せ 県の県民生活環境課
☎095-895-2314

無料
あそビバ！in長崎
幼少期の子どもにとって大切
な基本的な動作や技能をボー
ルを使って楽しく習得できます。
●と　き／3月13日（土）
●ところ／諫早市中央体育館
　　　　　（諫早市小船越町）
●対　象／年長から小学3年生まで
　　　　　の子どもとその保護者
●定　員／50組100名（先着順）
●申　込／2月14日（日）まで

検索あそビバ！

問合せ

県のスポーツ振興課
☎095-895-2781

催しもの

障害年金を受給している
ひとり親家庭の方へ
児童扶養手当制度が
改正されます

障害年金を受給している方の児童扶
養手当の算出方法が変わります。
●改正の内容／障害年金の子の加算
　部分の月額が児童扶養手当の月額
　より低い場合、差額分を児童扶養手
当として受給できるようになります。

●改正の時期／3月分（5月支払）から
●手続き／お住まいの市町へ申請
※既に児童扶養手当の受給認定を受
けている方は申請不要です

※3月1日時点で支給要件を満たして
いる方は、6月30日までに申請す
ると、3月分の手当から受給できま
す（3月1日以前でも事前申請可能）

検索長崎県各種手当

問合せ 県のこども家庭課
☎095-895-2443

1等、前後賞合わせて
3億円！当せん本数9
本の「バレンタイン
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ています。
●発売期間／2月3日（水）～
　　　　　　3月5日（金）
●価　　格／1枚300円
●抽 選 日／3月12日（金）

検索宝くじ公式サイト

問合せ 県の財政課
☎095-895-2171

「バレンタインジャンボ宝くじ」
の購入は県内で！

島原半島への直行バスや
フリーきっぷをご利用ください
長崎駅や諫早駅から、直行バスやお
得なフリーきっぷを使って島原半島
へ出かけませんか？
島原半島直行バス（要予約）
●運行期間／3月13日（土）まで
　　　　　  （運行は土･日曜、祝日のみ）
※ただし2月11日、23日を除く

●運　　賃／1,500円～4,000円
ぐるっと島原フリーきっぷ（JR+島鉄）
●発売期間／3月14日（日）まで
　　（販売･利用は土･日曜、祝日のみ）
●運　 賃／2,500円（1日）、
　　　　　 3,500円（2日）

検索長崎県　新幹線

問合せ 県の新幹線対策課
☎095-895-2063

交通事故相談

検索長崎県交通事故相談所

相談無料

県北振興局 
（佐世保市木場田町）
大村市役所 
（大村市玖島）
島原市役所 
（島原市上の町）

と　き と こ ろ
2月4日（木）
10時～15時
2月22日（月）
10時～15時
2月25日（木）
10時～15時

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

県内各地での巡回相談（予約制）も毎
月開催しています。

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。

長崎県すこやか長寿大学校 
「第8期シニアいきいきカレッジ」 
シニア世代が元気で生き生きと暮らす
ために必要な仲間をつくり、共に学び
ませんか。
●開講場所／
①長崎校 長崎県総合福祉センター
　（長崎市茂里町）
②佐世保校 佐世保市労働福祉センター
（佐世保市稲荷町）ほか
●受講期間／5月25日（火）～
　　　　　　令和4年2月8日（火）
※①毎週火曜②毎週木曜
　①、②いずれも13時30分～15時30分
●対　象／県内在住で55歳以上の方
●定　員／①25名　②30名
●受講料／年間10,000円
●申　込／3月31日（水）まで

検索長崎県 いきいきカレッジ

問合せ 長崎県すこやか長寿財団
☎095-847-5212

募　集

第18回長崎県
ねんりんピック参加者募集
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特定不妊治療費の
助成について
医療保険が適用されない特定不妊治
療（体外受精・顕微授精）の経費の一
部を助成しています。
●申請期限／
◎2月28日までに治療が終了した方
3月31日まで

◎3月31日までに治療が終了した方
4月30日まで

※助成額や対象者については、ウェ
ブサイトをご確認ください

検索長崎県　特定不妊

問合せ 県のこども家庭課
☎095-895-2445

家畜の飼養者は
定期報告をお願いします
家畜を1頭（羽）でも飼養している方は、
毎年1回、2月1日現在の飼養状況の県
への報告が義務付けられています。
●対　象／家きん（鶏など）や牛、馬、

豚、山羊、めん羊を飼養す
る全ての方

●報告期限／家きん6月15日（火）
　　　　　　その他の家畜4月15日（木）
●提出先／最寄りの家畜保健衛生所

検索長崎県　家畜の飼養

問合せ 県の畜産課
☎095-895-2955

自動車税種別割の納付は
口座振替が便利です
新たに口座振替の利用を希望する方
や口座の変更を希望する方、または今
後口座振替以外の納付方法を希望さ
れる方は、3月31日（水）までに預貯
金口座のある金融機関または郵便局
の窓口で申込書を提出してください。

検索長崎県 自動車税種別割

問合せ 県の税務課
☎095-895-2212

LINE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

県の医療政策課公式LINE
アカウント「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。

地域防災の要！
消防団に入ろう！
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
してみませんか。18歳以上の方なら
どなたでも入団できます。女性団員
も大歓迎です。

検索ながさきの消防団

問合せ 各市町の消防団担当窓口
または県の消防保安室
☎095-895-2146

県立長崎図書館で
「視覚障害者等サービス」
を始めました

視覚に障害のある方や本のページを
めくることが難しい方など、活字によ
る読書に困難を感じている方を対象
に活字を読み上げた音声データなど
を提供するサービスを開始しました。
●利用方法／
①自宅のパソコンからデータをダウ
ンロードする

②県立長崎図書館を通じてダウン
ロードしたCDを借りる

③県立長崎図書館で専用の機器を使
用する

検索ミライon図書館　障がい者サービス

問合せ 県立長崎図書館
☎0957-48-7700

コロナ
関連

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

コロナ
関連


