
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

県職員と警察官の募集

●一次試験／①②6月20日（日）
　　　　　　③　7月11日（日）
●申　込／5月3日（月・祝）～21日（金）
※試験案内･申込書は県庁や各振興局、
ウェブサイトで入手できます

検索長崎県人事委員会

問合せ 県の人事委員会事務局
☎095-894-3542

◎県職員
①大学卒業程度
　（行政、教育事務、土木など）
②大学卒業程度（行政など）
　民間（U･Iターン型）／海外経験者

◎警察官
③警察官Ⅰ類（男性・女性）［第1回］

第48回長崎県新人演奏会
本県クラシック音
楽家の登竜門とし
て開催している演
奏会です。厳しい
オーディションで
選ばれたピアノやバイオリン、フルー
トなど思いの込もった素晴らしい演
奏をぜひご鑑賞ください。
●と　き／6月13日（日）
　　　　　14時開演予定
●ところ／とぎつカナリーホール
　　　　　（時津町野田郷）
●料　金／1,000円（高校生以下無料）
※未就学児入場不可

検索長崎県新人演奏会

問合せ 長崎県文化団体協議会
☎095-822-6049

ながさき合同企業面談会
来年3月に大学･
短大･高専などを
卒 業 予 定 の 方
や、就職を希望
されている既卒
3年以内の方などを対象に、対面式
での合同企業面談会を開催します。
●と　き／6月24日（木）13時～
●ところ／県立総合体育館
　　　　　（長崎市油木町）
※事前申込が必要

検索Nなび

問合せ 県の若者定着課
☎095-895-2732

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。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

がまだすドーム
「いのりの灯」

雲仙･普賢岳噴火災害で多くの方が
犠牲となられてから今年で30年で
す。犠牲になられた方を追悼するとと
もに、噴火災害を知らない子どもたち
にその脅威や教訓を伝えるため、千本
を超えるキャンドルをともします。
●と　き／6月3日（木）
●ところ／がまだすドーム（島原市平成町）
問合せ がまだすドーム（雲仙岳災害記念館）

☎0957-65-5555

ともしび

検索がまだすドーム

余暇よか！山の体験塾　
「森の大工さん、集まれ！」
森の中に空中回廊
を作って空中散歩を
楽しみ、野外調理も
行います。 
●と　き／6月5日（土）～6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 2,300円
　　　　　子ども 2,100円
●申　込／5月26日（水）まで

検索西彼青年の家

問合せ 西彼青年の家
☎0959-32-1337

無料

看護の日･看護週間
記念行事
5月12日の「看護の日」、5月
9日～15日の「看護週間」に
合わせて、「看護の心をみん
なの心に」をテーマに、健康･看護に
関する相談会などのイベントが県内
各地で開催されます。詳しくはウェブ
サイトをご覧ください。

検索長崎県　看護の日

問合せ 県の医療人材対策室
☎095-895-2423

1等、前後賞合わせ
て5億円！当せん本
数12本の「ドリーム
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／5月7日（金）
　　　　　　～6月4日（金）
●価　　格／1枚300円
●抽 選 日／6月11日（金）

検索宝くじ公式サイト

問合せ 県の財政課
☎095-895-2171

ドリームジャンボ宝くじ
の購入は県内で！

自動車税種別割の納期限は
5月31日（月）です

納税通知書兼納付書を5月7日（金）
に発送します。お近くの金融機関やコ
ンビニでの納付のほか、ウェブサイト
「Yahoo!公金支払い」でのクレジッ
トカード 納 付 や 、モバイル 決 済
「PayPay」などで納期内に納めま
しょう。なお、障害者手帳などをお持
ちの方は、減免される場合があります
ので、お問い合わせください。

検索長崎県　自動車税

問合せ 各振興局税務窓口
長崎　☎095-821-8835
県央　☎0957-22-0508
県北　☎0956-23-1400
五島　☎0959-72-1575
壱岐　☎0920-47-1111
対馬　☎0920-52-1311

ヤ　フ　ー

ペ　イペ　イ

スポーツ関連施策の
アイデアコンテスト

健康長寿日本一の実現に向けて、県
が実施すべきスポーツ関連施策のア
イデアを募集します。入賞者には副
賞を贈呈します。
●応募方法／メール、FAXまたは郵送
●応募資格／県内に居住または通勤
　　　　　　・通学している方
●受付期間／5月24日（月）
　　　　　  ～6月25日（金）※必着
●最終審査･発表／8月20日（金）予定

検索長崎県　スポーツアイデアコンテスト

問合せ 県のスポーツ振興課
☎095-895-2781

募　集
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29日（土）
14時キックオフ

5月15日（土）
14時キックオフ

5月5日（水･祝）
14時キックオフ

レノファ山口FC

ジェフユナイテッド市原･千葉

ブラウブリッツ秋田

●ところ／トランスコスモススタジアム
　　　　　長崎（諫早市宇都町）
※変更となる可能性がありますので、
事前に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

お知らせ

4～6月は
｢春の農作業安全確認運動｣
毎年、農作業中の事故により尊い命
が失われています。特に乗用型農業
機械の転倒や転落によって外に投げ
出され、機械の下敷きになる事例が多
く見られます。事故を未然に防ぐため
に、乗用型農業用機械の運転時には
必ずシートベルトを着用しましょう。

検索長崎県農産園芸課

問合せ 県の農産園芸課
☎095-895-2933
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県内就職について
考えてみませんか？
県内就職の魅力をお伝えするため、
県内企業や本県のこれからの近未来
像について紹介する動画を公開して
います。ぜひご覧ください。

検索長崎県　オヤカク

問合せ 県の若者定着課
☎095-895-2731

長崎県離職者雇用促進
助成金
新型コロナウイルス感染
症の影響により離職を余
儀なくされた方を雇用し
た県内の中小企業事業主に対して
助成金を支給します。申請期限や支
給要件など詳しくはウェブサイトを
ご覧ください。
●対象雇用期間／本年3月12日
　　　　　　　　以降の雇用
●支給額／無期雇用 最大30万円
　　　　　有期雇用 最大15万円
　　　　　※1事業主あたり2人まで

検索長崎県離職者雇用促進助成金

問合せ 県の雇用労働政策課
☎095-895-2714

逆転面接 ながさき近未来物語

ナガサキSTART
ハウスプロジェクト
県内企業が県営住宅や民間の賃貸
住宅の空き家を活用し、新規就業者
へ安価な家賃で住宅を提供する支
援を行っています。来年春の新規就
業者のために社宅を確保したい企業
の皆さんは、ぜひ当プロジェクトを
ご活用ください。詳しくはウェブサイ
トをご覧ください。

検索ナガサキSTARTハウス

問合せ 県の若者定着課
☎095-895-2731

新型コロナワクチン接種について
今後の予定や接種方法の確認、不安なことなどがある場合はお問い合わせください。

接種後の副反応などに関する相談は「長崎県コロナワクチンコールセンター」にお問い合わせください。
☎0120-764-060（9時～21時 ※土日祝含む） 検索長崎県　コロナワクチン

0570-095-3558時45分～20時
（土日祝含む） 050-3733-50708時30分～17時

（平日のみ）

佐世保市 0570-022-5589時～17時
（土日祝含む）

9時～17時
（土日祝含む）

9時～17時
（平日のみ）

8時30分～17時
（土日祝含む）

南島原市 050-3629-12698時30分～17時
（平日のみ）

050-3733-7813 095-801-56679時～17時
（平日のみ）

0957-22-27848時30分～17時15分
（平日のみ） 095-865-68689時～17時

（平日のみ）

0570-095-6759時～17時
（平日のみ） 東彼杵町 0957-46-01118時30分～17時15分

（平日のみ）

0950-22-91068時30分～17時15分
（平日のみ） ①0956-82-5412

②0956-59-5884
または0956-59-5886

①相談窓口 8時30分～17時15分
　（平日のみ）
②予約専用 9時～16時
　（平日のみ）095-821-4601

波佐見町 0956-80-22008時30分～17時
（平日のみ）0920-52-95108時45分～16時45分

（平日のみ）

小値賀町 0959-56-31118時30分～17時15分
（平日のみ）0570-020-566

0956-40-15558時30分～18時30分
（平日のみ）0959-72-10959時～17時

（平日のみ）

新上五島町 0959-53-11649時～17時
（平日のみ）0800-2007-8829時～18時

（平日のみ）

長崎県内の各自治体相談窓口

長 崎 市 雲 仙 市

島 原 市 長 与 町

諫 早 市 時 津 町

大 村 市

平 戸 市 川 棚 町

松 浦 市

対 馬 市

壱 岐 市

佐 々 町五 島 市

西 海 市

ス 　 タ 　 ー 　 ト
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