
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

◎口座
　「長崎県令和3年8月大雨災害義援金」
　ゆうちょ銀行 00990-8-212929 
　十八親和銀行県庁支店（普）5000514

お歳暮に県産品を
贈りませんか？
11月は「県産品愛用運動推進月間」
です。長崎県物産館では贈り物に最
適な県産品を取りそろえ、県産品お
歳暮セールを実施しています。ぜひご
利用ください。
●と　き／11月1日（月）～12月24日（金）
●ところ／長崎県物産館
　　　　　（長崎市大黒町）
※送料は１個につき全国一律300円。
年内発送は12月20日（月）までに
申し込みが必要です

問合せ ● 県産品愛用運動について
県の物産ブランド推進課
☎095-895-2621
● セールやギフトカタログについて
（一社）長崎県物産振興協会
☎095-821-6580

第66回長崎県美術展覧会
移動展
県内最大の公募展「県展」の
移動展を開催し
ます。お気軽にお
越しください。

◎雲仙市会場
●と　き／11月11日（木）～14日（日）
●ところ／愛の夢未来センター
　　　　　（雲仙市愛野町）
◎対馬市会場
●と　き／12月8日（水）～12日（日）
●ところ／対馬市交流センター
　　　　　（対馬市厳原町）

検索長崎県展

問合せ 県展事務局（長崎県美術館内）
☎095-825-6058

無料

県警音楽隊
第30回定期演奏会
県警音楽隊とカラーガード隊
が演奏･演技を披露します。
●と　き／2月23日（水）14時
●ところ／諫早文化会館
　　　　　（諫早市宇都町）
※事前申込が必要。詳しくは、ウェブ
　サイトやお電話でご確認ください

検索長崎県警察

問合せ 県の警察本部広報相談課
☎095-820-0110

無料

と　き ところ

11月27日（土）
28日（日）

11月21日（日）

11月13日（土）
14日（日）

旧島鉄加津佐駅周辺
（南島原市加津佐町）

島原復興アリーナ
（島原市平成町）

JAごとう本店広場
（五島市籠淵町）

壱岐家畜市場 
（壱岐市芦辺町）

12月19日（日）

12月12日（日）

有川総合体育館
（新上五島町有川郷）

ハマユリックスホール
（雲仙市南串山町）

被災された県民の皆さんを支援する
ため、義援金を募集しています。温か
いご支援をお願いします。
●募集期間／12月30日（木）まで

※県庁や各振興局などに募金箱を設置

令和3年8月大雨災害義援金

検索長崎県福祉保健課　災害義援金

問合せ 県の福祉保健課
☎095-895-2416

みんなで楽しく
エコロジーシリーズ
「蕎麦挽き･蕎麦打ち体験」
収穫した蕎麦を使った十割蕎麦打ち
を体験して、旬の味を満喫しながら食
の大切さや安全について考えてみま
せんか。
●と　き／12月11日（土）～12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／12月1日（水）まで

検索西彼青年の家

問合せ 西彼青年の家
☎0959-32-1337

そ ば ひ

個人事業税（第2期分）の
納期限は11月30日（火）です

11月10日（水）に、納付書を発送しま
す。お近くの金融機関やコンビニエン
スストアでの納付のほか、モバイル決
済「ＰａｙＰａｙ」などで納期内に納めま
しょう。納付は、便利で安心かつ確実
な口座振替がおすすめです。なお、個
人事業税は必要経費に算入できます。
※新型コロナの影響などにより納付
が困難な場合は納期限までに最寄
の振興局税務担当課までお問い合
わせください

検索長崎県　個人事業税

問合せ 県の各振興局税務担当課
長崎　☎095-822-3104
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

検 索長崎県文団協

問合せ 長崎県文化団体協議会
☎095-822-6049

高校生以下無料

輝ける星たちとNOCE
室内楽コンサート

ノーチェ

令和5年度に第50
回を迎える長崎県新人演奏会の過去
の出演者とNOCE（長崎OMURA室
内合奏団）によるクラシックコンサー
トです。
●と　き／11月19日（金）19時
●ところ／アルカスSASEBO
　　　　　（佐世保市三浦町）
●料　金／1,000円
※未就学児入場不可

第1回みなとオアシス
Sea級グルメ九州大会
in NAGASAKI

九州各地の港町自
慢のグルメが長崎
に大集合！来場者
の投票によって、
「Sea級グルメ」の九州ナンバーワン
が決定します。豪華景品が当たるスタ
ンプラリーも開催しますので、ぜひご
来場ください。
●と　き／11月14日（日）
　　　　　10時～16時
●ところ／元船広場
　　　　　（長崎市元船町）

検索Sea級グルメ九州大会

問合せ みなとオアシスNAGASAKI
運営協議会事務局
（（公財）ながさき地域政策研究所内）
☎095-820-4865

シー

ハイブリッド開催！
NAGASAKI
しごとみらい博2021

地元企業と学生の交流会を対面とオ
ンラインの両方で開催します。県内
で働く先輩から企業の特徴や仕事の
やりがいなどを直接聞くことができ
ます。11月15日（月）から企業PR動
画を公開しますので、事前に視聴して
参加することをお勧めします。
●と　き／12月4（土）～5日（日）
●ところ／三菱重工総合体育館
　　　　　（長崎市淵町）
●対　象／大学・大学院・短期大学・

専門学校の全学年、留学
生及び保護者など（既卒
者・高校生も可）

●申　込／11月25日（木）まで

問合せ ジョブネットワークセンター
☎095-843-6647

パープル＆オレンジリボンフェス
「女性に対する暴力根
絶」の象徴であるパー
プルリボンと「児童虐
待防止」の象徴である
オレンジリボン。11月12日～25日は
「女性に対する暴力をなくす運動期
間」です。暴力の雨を降らさない願い
を込めたてるてる坊主作りや、家事育
児シェアフォトコンテストなどのイベ
ントを開催します。
●と　き／11月13日（土）～14日（日）
　　　　　10時～17時
●ところ／みらい長崎ココウォーク
　　　　　（長崎市茂里町）

検索長崎県男女お知らせ

問合せ 県の男女共同参画推進センター
☎095-822-4729

オンライン就農相談会

●と　き／11月15日（月）～19日（金）
●対　象／県内で新しく農業を始め
　　　　　ることに関心がある方
●申　込／11月8日（月）まで
※ウェブサイトでの事前
　申し込みが必要です

専門の就農相談員
にオンラインで相
談してみませんか。

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

ながさき収穫感謝祭
県内各地の農業祭で、新鮮
でおいしい地元の農産物
の販売などを行います。 

検 索ながさきの地産地消

問合せ 県の農山村振興課
☎095-895-2915

お知らせ
相談無料

ペ　イ　ペ　イ



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。
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発熱などの症状がある方は、
まずかかりつけ医などに
お電話ください

～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。マス
クをして受診するようにしましょう。

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
　☎0120-071126
　土･日曜、祝日を含む24時間対応

コロナ
関連

息苦しさ、強いだるさ、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
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。
相談する医療機関に迷う方は、受診・
相談センターにご連絡ください。セン
ターでは、新型コロナに関する健康相
談にも対応しています。

県有財産（未利用地）の売却
県では職員公舎跡地など未利用地の
売却を積極的に行っています。今年
度のスケジュールは次のとおりです。
●10月～11月／一般競争入札による
　売却　
●1月～2月／民間のオークションサ
　イトを利用した一般競争入札によ
　る売却
●来年4月以降／上記で売却できな
　かった物件を先着順で売却
※詳細はウェブサイトをご覧ください

検索長崎県管財課　売却

問合せ 県の管財課
☎095-895-2186

地域コミュニティ活動に
参加しましょう！
近年の自然災害など有事の際におけ
る地域住民間の絆やつながりが見直
されています。地域で安心して快適
に暮らすには、ご近所での助け合い
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、
地域づくり団体などが地域をよりよ
くするために活動しています。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

新型コロナワクチン接種
に関する相談窓口

検索長崎県　ワクチン

◎ワクチンに関する疑問
厚生労働省 新型コロナ
ワクチンコールセンター
☎0120-761-770
（9時～21時 ※土･日曜、祝日を含む）

◎接種後の副反応など
長崎県コロナワクチン
コールセンター
☎0120-764-060
FAX 0800-080-6976
（土･日曜、祝日を含む24時間対応）

◎接種に関すること（今後の予定や
　接種方法の確認、不安なことなど）
　お住まいの地域の市町の相談窓口

コロナ
関連

ワクチンに関する相談窓口
は、次のとおりです。

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

ふるさとのプロスポーツチー
ムをみんなで応援しましょう！

※長崎ヴェルカ（バスケットボール）
　のホームゲームについてはP10を
　ご覧ください

◎Ｖ・ファーレン長崎（サッカー）
と　き 対戦チーム

11月28日（日）
14時キックオフ

11月13日（土）
14時キックオフ

11月3日（水・祝）
14時キックオフ

ファジアーノ岡山

栃木SC

ザスパクサツ群馬

●ところ／トランスコスモススタジアム長崎
　　　　　（諫早市宇都町）

検索長崎ヴェルカ

問合せ （株）長崎ヴェルカ
☎050-3625-2948

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

個人向け緊急小口資金
などの特例貸付
新型コロナの影響による休
業や失業などで一時的に資
金が必要となったり、生活の
維持が困難となったりした世帯を対
象に、無利子の特例貸付を実施してい
ます。詳しくはお住まいの市町の社会
福祉協議会へお問い合わせください。
●申請期限／11月30日（火）

検索長崎県　個人向け緊急小口資金
問合せ

コロナ
関連


