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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19回長崎県ねんりん
ピック参加者募集
県内在住の60歳以上の方
（昭和38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
典の参加者を募集しています。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14日（土）ほか
●ところ／長崎市、諫早市、大村市、
　　　　　長与町
●申　込／2月28日（月）まで

◎文化交流大会
●申　込／2月28日（月）まで
①囲碁交流大会
●と　き／5月14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15日（日）
●ところ／長崎県勤労福祉会館
●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15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

◎「生きがい作品展」出品作品募集
6月2日（木）～5日（日）に長崎県美
術館で開催する「生きがい作品展」の
作品を募集しています。
●対　象／県内在住の60歳以上の
　　　　　アマチュアの方
●部　門／絵画、写真、書、工芸･彫刻
●申　込／4月28日（木）まで

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

認知症普及啓発セミナー
認知症に関する正しい知識と
理解を深めていただくための
セミナーを開催します。
※オンライン参加も可能
●と　き／2月23日（水・祝）
　　　　　13時～16時15分
●ところ／長崎ブリックホール
　　　　　（長崎市茂里町）
●対　象／どなたでも
●申　込／2月10日（木）まで

●ところ／県庁(長崎市尾上町)
●定　員／各講演140名(先着順)
●申　込／2月10日（木）まで

検索長崎県認知症サポートセンター

問合せ 県の認知症サポートセンター
（長崎県すこやか長寿財団内）
☎095-847-5212

無料

2月のイベント（青年の家など）

検索西彼青年の家

①「1泊2日のわくわくお泊り会」
自然体験活動やクラフト活動などを
仲間と一緒に楽しめます。
●と　き／2月26日（土）～27日（日）
●対　象／小学校1～3年生
●料　金／2,400円
●申　込／2月16日（水）まで

問合せ 西彼青年の家
☎0959-32-1337

②「ピザづくり＆お散歩」
烏帽子岳の自然に
触れながら、窯焼き
ピザを作ります。
●と　き／2月19日（土）
●対　象／どなたでも
●料　金／1人100円
　　　　　別途ピザ代1枚500円
●申　込／2月11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

●と　き／2月26日（土）
●対　象／１チーム2名以上
　　　　　※自己の健康に責任が
　　　　　　取れる方
●参加費／1人200円
●申　込／2月15日（火）まで

③第1回6時間えぼしたすきリレー
仲間とたすきをつなぎませんか。

第4回ながさき地おこ
マルシェ
県内で活動する地域おこし協力隊の
取り組みを県民の皆さんに知っていた
だくためのパネル展や、ワークショッ
プ、特産品販売などを実施します。
●と　き／2月18日（金）11時～17時
　　　　　2月19日（土）10時～16時
●ところ／県庁（長崎市尾上町）

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
☎095-895-2242

日本遺産「国境の島 壱岐・
対馬・五島」等パネル展
2月13日は日本遺産の日。
「国境の島」をはじめ、県内に４つある
日本遺産の魅力あふれるストーリー
に触れてみませんか？

検索日本遺産「国境の島」

問合せ 県の文化振興課
☎095-895-2762

一支国博物館
（壱岐市芦辺町）

対馬市交流センター
（対馬市厳原町）

有川港ターミナル
（新上五島町有川郷）

五島市役所
（五島市福江町）

県庁（長崎市尾上町）

4月5日（火）～
17日（日）

3月20日（日）～
30日（水）

3月1日（火）～
14日（月）

2月9日（水）～
23日（水・祝）

1月22日（土）～
2月2日（水）

と　き と こ ろ

1等、前後賞合わせ
て3億円！「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
られます。
県内各地の対面売場のほか、宝くじ公式
サイトからも購入できます。
●発売期間／2月2日（水）～
　　　　　　3月4日（金）
●価　　格／1枚300円
●抽 選 日／3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

「バレンタインジャンボ
宝くじ」の購入は県内で！

NASHIM設立30周年記念
シンポジウム【Web配信】
NASHIM（長崎・ヒバクシャ
医療国際協力会）は、在外被爆者と世
界各地の放射線被曝事故による被災
者の救済を目的として設立されまし
た。設立30周年を迎えることを記念
して、シンポジウムを開催します。
●と　き／2月20日（日）
　　　　　13時～17時25分
●申　込／2月14日（月）まで

検索長崎・ヒバクシャ医療国際協力会

問合せ 県の原爆被爆者援護課
☎095-895-2475

無料

無料

令和3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、誰もが安心して暮らせる地域共
生社会をめざして」をテーマに研修
会を行います。
●と　き／2月15日（火）

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

講演③ 
感染症による差別

講演②
インターネットと人権

講演① 
部落差別（同和問題)

14:45～16:15

13:00～14:30

10:10～12:00
時　　間 内　　容

無料

ながさきの魚を食べよう！
①「長崎県の魚愛用店」
　インスタグラムキャンペーン
●と　き／1月21日（金）～
　　　　　2月20日（日）
●ところ／県内の魚愛用店
●参加方法など／
　・魚料理を楽しんでいるシーンを撮影
　・「＃長崎カルパッチョ＃魚愛用店名」
　  でインスタグラムへ投稿
　・抽選で「長崎カルパッチョ
　  セット」をプレゼント

③お酒とサカナのおいしい関係
　「おみせで見つけたキャンペーン」
●と　き／2月1日（火)～
　　　　　3月15日（火）
●ところ／キャンペーン参加飲食店
●参加方法など／
　・県産酒と魚やかまぼこ料理のセット
　　メニューを撮影
　・「＃長崎酒サカナおみせ」でイン
　  スタグラムへ投稿。コメント欄へ
　  飲食店名も記載
　・抽選で50名様に県産酒、地魚、か
　  まぼこのいずれか（5,000円相当）
　  をプレゼント

②お酒とサカナのおいしい関係
　「おうちで見つけたキャンペーン」 
●と き／1月14日（金)～
　　　　 3月15日（火）
●ところ／自宅など
●参加方法など／
　・県産酒と魚またはかまぼこ料理を
　 撮影
　・「＃長崎酒サカナおうち」でイン
　  スタグラムへ投稿
　・抽選で50名様に県産酒、地魚、か
　  まぼこのいずれか（5,000円相当）
　  をプレゼント

検索長崎酒サカナ

問合せ ②③県の物産ブランド推進課
☎095-895-2621

検 索長崎県の魚愛用店

問合せ ①県の水産加工流通課
☎095-895-2871

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の相談
を受け付けています。

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。

●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
　　　　　　※年末年始を除く

相談無料

大村市役所
（大村市玖島）

県北振興局
（佐世保市木場田町）

島原市役所
（島原市上の町）

と　き と こ ろ

2月24日（木）
10時～15時

2月22日（火）
10時～15時

2月10日（木）
10時～15時

お知らせ 募　集

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。

ナ　　　　シ　　　　ム

①

②③

ナ　　シ　　ム
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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は、3月
31日（木）までに預貯金口座のある
金融機関または郵便局の窓口へ申
込書を提出してください。

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
況の報告が義務付けられています。

検索長崎県　自動車税種別割

問合せ 県の税務課
☎095-895-2212

就職氷河期世代支援サイト
就職氷河期世代（バブル崩壊後の雇用
環境が厳しい時期に学校卒業期を迎
えた世代）の就職支援を行うウェブサ
イトを開設しました。国や県の支援制
度や相談窓口、応援企業などの情報を
掲載しています。ぜひご覧ください。

検索長崎県 就職氷河期世代

問合せ 県の雇用労働政策課
☎095-895-2711

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。

保育士・子育て支援員の
皆さんのお仕事探しを応援
します
◎保育のおしごと支援サイト
　「保いっぷ」
県が運営する保育士・子育て支援員
の求職支援ウェブサイトです。求職
票の登録や、面接の申し込みができ
るほか、研修情報も掲載しています。 

◎保育施設実地研修
ブランクや未経験などの不安をお持
ちの保育士・子育て支援員を対象に、
保育施設での体験実習を実施してい
ます。
●と　き／相談の上決定（1 日）
●ところ／県内の保育施設
●対象者／保育士資格または子育て
　　　　　支援員研修修了証をお持
　　　　　ちで現在離職中の方

検索保いっぷ 長崎

問合せ 長崎県保育士・保育所支援センター
☎095-894-5801

家畜の飼養者は定期報告を
お願いします

●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（水）　　　　
　　その他の家畜 4月15日（金）
●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

性的少数者（ LG B Tな
ど）の方やその家族、友人などからの
悩みや不安に、専門の相談員（臨床
心理士）が電話で相談に応じます。
※相談内容の秘密は厳守します。
　また、匿名でも相談可能です 

LGBT相談デーを
開設しています

●と　き／毎月第3土曜日
　　　　　9時30分～13時
専用ダイヤル☎090-5939-5095

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

相談無料

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。

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
方で発熱や熱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


