
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。
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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

第22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。初めて
参加される方も大歓迎です。
●と　き／5月29日（日）
●ところ／県立総合運動公園ほか6会場
　※会場の都合により変更の可能性あり
●対　象／令和4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21日（月）まで
※お住まいの市町の担当課へ

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
交通事故相談
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。

1月18日（火）

1月14日（金）

1月13日（木）

諫早市役所高城会館
（諫早市高城町）

松浦市役所
（松浦市志佐町）

県北振興局
（佐世保市木場田町）

と　き と こ ろ

①1月8日（土）
　・9日（日）

鹿児島レブナイズ

岩手ビッグブルズ

と　き 対戦チーム

②1月22日（土）
　・23日（日）

検索長崎県交通事故相談所

県内各地での巡回相談（予約制）も毎
月開催しています。

※時間はいずれも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

相談無料

西彼青年の家イベント
①西彼青年の家収穫祭
　「自然の恵みを食す」
みんなで育てたサツマイモや大豆な
どで豆腐やお菓子を作ります。
●と　き／1月23日（日）
●対　象／どなたでも
●参加費／500円
●申　込／1月16日（日）まで

検索西彼青年の家

問合せ

②第9回西彼青年の家杯
　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。
●と　き／2月13日（日）
●対　象／小学生
●参加費／300円
　　　　　（宿泊の場合は2,310円）
●申　込／2月6日（日）まで

と　き コ ー ス

ウォーカーズパークコース

烏帽子岳周辺コース

おさんぽコース

1月30日（日）
9時40分～15時

13時30分～16時

1月29日（土）
10時～12時

冬山を歩こう会
冬山の自然の厳しさと美しさ
に触れながら山歩きを楽しみ
ませんか。

●対　象／どなたでも
●参加費／100円
●申　込／1月21日（金）まで

検索佐世保青少年の天地

問合せ 佐世保青少年の天地
☎0956-23-9616

「長崎と天草地方の
潜伏キリシタン関連遺産」
3周年記念スタンプラリー

検索長崎県　世界遺産課

問合せ 県の世界遺産課
☎095-894-3171

世界遺産登録3周年を記念
して、「潜伏キリシタン関連
遺産」の構成資産を巡るスタ
ンプラリーを実施しています。抽選で
特産品や世界遺産グッズなどの賞品も
当たりますので、ぜひご参加ください。
●と　き／2月28日（月）まで
●ところ／各構成資産の情報発信施

設など全13カ所 第67回｢子ども県展｣
県内の小･中学生から募集し
た美術作品の中から、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）

2月16日（水）
  ～20日（日）

2月2日（水）
  ～6日（日）

1月18日（火）
  ～23日（日）

佐世保市博物館
島瀬美術センター
（佐世保市島瀬町）
有川総合文化センター
（新上五島町有川郷）

と　き と こ ろ

検 索長崎県子ども県展

問合せ 県の学芸文化課
☎095-894-3385

無料

県営住宅の入居者募集
募集住宅の申込書類などを1月14日
（金）から県住宅供給公社、県庁、長
崎・県北・県央の各振興局などで配
布します。
●申　込／原則郵送のみ ※消印有効
　　　　　1月14日（金）～25日（火）
※住宅供給公社の本社および各地区事
務所で受付、申込多数の場合は抽選

検索長崎県　住宅課

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

110番は緊急の事件･事故に対応する
専用ダイヤルです。緊急性のない相談
は、相談専用ダイヤル「＃9110」または
最寄りの警察署へご連絡ください。落と
し物や運転免許などに関する問い合わ
せも最寄りの警察署へお願いします。
※1月10日（月）に、ベルナード観光
通り（長崎市浜町）で警察音楽隊など
によるキャンペーンを行います

検索長崎県警察

問合せ 県の警察本部通信指令課
☎095-820-0110（内線3620）

1月10日は
「110番の日」です

長崎ヴェルカ（バスケットボール）
1月ホームゲーム日程
時間など詳しい情報はウェブ
サイトでご確認ください。

検索長崎ヴェルカ

問合せ ㈱長崎ヴェルカ
☎050-3625-2948

●ところ／①アリーナかぶとがに
　　　　　　（長崎市油木町）
　　　　　②諫早市中央体育館
　　　　　　（諫早市宇都町）

妊活LINE相談
友だち登録していただくと、妊活に関
する情報をお届けします。個別相談
をすることもでき、不妊症看護認定
看護師や臨床心理士などの専門家
チームがアドバイスを行います。
●と　　き／令和4年3月31日まで
●相談内容／不妊治療や不育症、夫婦

間のコミュニケーション
など、妊活や不妊に関す
るあらゆる悩みが対象

※3回まで無料で相談可能

検索長崎県妊活 LINE

問合せ 県のこども家庭課
☎095-895-2445

お知らせ
募　集

無料
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。

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

申込不要

波佐見町役場
（波佐見町宿郷）

松浦市市民福祉総合プラザ
（松浦市志佐町）

長与町役場
（長与町嬉里郷）

大瀬戸保健センター
（西海市大瀬戸町）

2月15日（火）
14時～15時

2月9日（水）
15時～16時

2月2日（水）
14時～15時

1月27日（木）
14時～15時

1月19日（水）
14時～15時

と　き と こ ろ

児童家庭支援センターひだまり
（島原市船泊町）

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。

発熱などがあれば かかり
つけ医などにお電話を

～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。

検索長崎県　新型コロナウイルス

コロナ
関連

発熱などの症状が続く場合
は、かかりつけ医や県のウェ
ブサイトに掲載している発
熱患者に対応可能な医療機関へ電話
で相談しましょう。同様に高齢者や
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。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。

◎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

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。

西彼青年の家
☎0959-32-1337


