
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

催しもの

住宅リフォームを支援します
多子世帯や新たに３世代で同居･近
居するための中古住宅の取得･改修
や、木造住宅の耐震化に要する費用
を市町と連携して補助します。

※事業実施の有無や補助内容は市町
によって異なりますので詳しくは
お問い合わせください

※届出方法は、届出専用サイト「とど
けるん」に登録または県ナースセ
ンターに提出

検索住まいの玉手箱

問合せ 県の住宅課
☎095-894-3104

◎支援内容
①子育て応援住宅支援事業
　中古住宅取得、改修費用
　（補助率1/5、上限40万円）
②耐震・安心住まいづくり支援事業
耐震診断、耐震改修計画の作
成、耐震改修工事に要する費用

看護職の皆さんは
届け出をお願いします
保健師、助産師、看護師、准看護師の
免許をお持ちの方で、現在、業務に従
事されていない方は、届け出をお願い
します。現場経験のある看護師の相
談員が、一人一人に合った働き方を一
緒に考え、就職を支援します。

検索とどけるん

問合せ 長崎県ナースセンター
（（公社）長崎県看護協会）
☎0957-49-8060

●届出の対象
①看護職員として働いていたが
離職した方

②保健師、助産師、看護師、准看護師
として業務に従事していない方

③免許取得後、すぐに就業しない方

せんぼつ

被害者支援員養成講座
受講者募集

検索長崎犯罪被害者支援センター

問合せ （公社）長崎犯罪被害者支援センター
☎095-820-4978

受講料無料犯罪被害者への電話
相談などの支援や広報活動のサポー
トを行うボランティアを養成します。
●と　き／6月～11月の第2･4土曜
　　　　　13時～16時
●ところ／長崎犯罪被害者支援センター
　　　　　（長崎市大黒町）
●対　象／20歳以上でボランティア

活動に意欲がある方
●人　数／10名程度
●申　込／4月1日（木）～5月14日（金）

奨学金の返済を支援します
地域産業を担う若者の皆さ
んを応援するため、大学な
どを卒業後、県内就職を予
定している方々を対象に、奨学金返済
支援の候補者を募集しています。
●対　象／今年4月に大学などに進

学予定の高校3年生や奨
学金を受給している大
学生など

●支援額／奨学金返済額の2分の1
以内（上限150万円）

●申　込／5月7日（金）まで

検索長崎県　奨学金返済アシスト

問合せ 県の若者定着課
☎095-895-2731

Ｖ・ファーレン長崎
ホームゲーム

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

5月5日（水･祝）

※キックオフは全て14時

4月25日（日）

4月17日（土）

4月3日（土）

ブラウブリッツ秋田

東京ヴェルディ

FC町田ゼルビア

ヴァンフォーレ甲府

●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

4～6月は
不正大麻･けし撲滅運動

検索長崎県薬務行政室

問合せ 県の薬務行政室
☎095-895-2469

無許可での大麻やけしの所持や栽培
は法律で禁止されています。しかし、大
麻やけしは自生することがあるため、
知らずに育てている場合があります。
大麻･けしの不正栽培や自生に関する
情報は、県の薬務行政室または最寄り
の保健所、警察署にご連絡ください。

大麻 植えてはいけないけし

募　集

医療に関する修学資金
貸与制度の利用者募集

①医学修学資金
●対　象／医学部医学科の学生

◎貸与内容
●入学金･授業料（国立大学相当
額。国立大学以外の学生は国立
大学標準額の1.1倍）

●専門課程での学習図書購入費
　（年200,000円以内）
●生活費（月70,000円以内）

◎貸与内容
●保健師、助産師、看護師課程
　（月32,000円）
●准看護師課程
　（月21,000円）

②看護職員修学資金
●対　象／看護師等学校養成所の学生

●申　込／4月1日（木）～6月30日（水）

●申　込／4月1日（木）～6月30日（水）
●対　象／自治会、町内会、事業所など

検索長崎県医学修学資金

●申　込／4月1日（木）～7月30日（金）

検索長崎県看護職員修学資金

問合せ 県の医療人材対策室
☎095-895-2421

卒業後、医師や看護
職員として県内の医
療機関などで就業
を希望する方に修学
資金を貸与します。
一定期間、指定する県内の施設など
で勤務した場合、返還を免除します。

｢犯罪のない安全･安心 
まちづくり宣言｣団体の募集
宣言を行って自主防犯活動に取り組
む団体を募集します。宣言団体には
のぼり旗2枚（ポールなし）、腕章2
個、防犯ライト1個のうち希望する2 
品目を配布するほか、優れた活動団
体は表彰します。

被爆二世の健康診断

検索長崎県被爆二世健康診断

問合せ 県の原爆被爆者援護課
☎095-895-2475

◎要件
①両親のどちらかが原爆被爆者
の方

②昭和21年6月4日以降に生ま
れた方(広島で被爆した方は
同年6月1日以降)

③県内に居住の方

●申　込／4月1日（木）～来年2月10日（木）

※長崎市にお住まいの方は、長崎市
援護課（☎095-829-1149）へ
お問い合わせください

無料次の要件を全て満たす方は、
期間中に1回受診できます。お住まい
の市町の窓口、県の保健所または
ウェブサイトでお申し込みください。

お知らせ
農業の技術習得支援
研修生募集

受講料無料

検索長崎県新規就農相談センター

問合せ 長崎県新規就農相談センター
☎0957-25-0031

検 索犯罪のない安全･安心まちづくり宣言

問合せ 県の交通･地域安全課
☎095-895-2316

県内で新規就農を目指す研修生を募
集します。
●対　象／県内での就農を目指す
　　　　　64歳未満で農作業を行

える方
●申　込／4月1日（木）～5月6日（木）
●試験日／5月14日（金）
●研修期間／6月または10月から1年間
　　　　　　･基礎技術研修2カ月
　　　　　　･農家派遣研修10カ月
●定　員／各25名
※教材費や保険加入料
　などの自己負担あり

わくわく海体験塾
｢YAHHO-!春の海｣
海までハイキングをして魚釣
りや磯遊びを楽しみ、海と山
の食材をおいしくいただきます。
●と　き／5月8日（土）～9日（日）
　　　　　1泊2日
●ところ／西彼青年の家
　　　　　（西海市西海町）
●参加費／大　人：2,300円
　　　　　子ども：2,100円
●申　込／4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

や　っ　 ほ 　ー
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地域コミュニティ活動に
参加しましょう！
地域で安心して快適に暮らす
には、ご近所同士のつながり
や助け合いが大切です。自治会･町内
会をはじめ、老人クラブや婦人会、子
ども会などが、地域をより良くするた
めに活動しています。この春新たに転
入される皆さんも、まずは自治会･町
内会に加入し、身近な活動から参加
してみませんか。

検索長崎県地域づくり推進課

問合せ 県の地域づくり推進課
☎095-895-2245

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

移動理由アンケートへの
ご協力をお願いします!

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。

お住まいの市町から転居する手続き
の際に、転居する理由などのアンケー
トを実施しています。県 ･市町のより
良い｢まちづくり｣のために、ぜひご協
力ください。 

～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。また、マスクを着用し
て受診しましょう。

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

身障者用駐車場利用証
（パーキング・パーミット）
制度をご存じですか?

検索長崎県　パーキング･パーミット

問合せ 県の福祉保健課
☎095-895-2416

公共施設などの
身障者用駐車場
は、障害者や高
齢者、難病患者
のほか妊産婦や
けが人など必要
とする方が利用
で き る よ うマ
ナ ー を 守 りま
しょう。「身障者用駐車場利用証
（パーキング・パーミット）」をお持ち
の方は、必ず見えやすい場所に掲示
のうえ、駐車してください。また、身障
者用駐車場を設置し、この制度にご
協力いただける店舗や施設を随時募
集しています。

4～6月は
狂犬病予防注射月間

検索長崎県生活衛生課

問合せ 県の生活衛生課
☎095-895-2364

検 索長崎県 移動理由アンケート

問合せ 県の統計課
☎095-895-2222

人と飼い犬を狂犬病の感染から守る
ため、年に1回、集合注射会場または
動物病院で予防注射を受けましょ
う。また、接種後は注射済票を装着し
ましょう。

たばこを吸う前に
周りを確認！
受動喫煙を防止する
ため、屋内外を問わず
喫煙する場合は周囲
の状況に配慮するこ
とが法律で義務付け
られています。屋外や家庭などでも、
できるだけ周囲に人がいない場所で
喫煙するよう配慮し、子どもや患者な
どが近くにいる場所では、喫煙しない
よう特に気をつけましょう。

検索長崎県　受動喫煙防止対策

問合せ 県の国保･健康増進課
☎095-895-2498

けむいモン

認知症の相談先に迷ったら
長崎県認知症サポート
センターへ

認知症は、誰もがなり得る身近な病
気です。長崎県認知症サポートセン
ターでは、認知症（若年性認知症を含
む）の人やそのご家族を支えるため、
専門の相談員が相談内容に応じて適
切な機関の紹介などを行っていま
す。お気軽にご相談ください。
●受付時間／平日10時～15時
●ところ／長崎県すこやか長寿財団内
　　　　　（長崎市茂里町）

検索長崎県認知症サポートセンター

問合せ 長崎県認知症サポートセンター
☎095-847-0473


