
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

Ｖ・ファーレン長崎
ホームゲーム日程
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！

検索Ｖ・ファーレン長崎

問合せ ㈱Ｖ・ファーレン長崎
☎0957-43-2095

◎Ｖ・ファーレン長崎（サッカー）
と　き 対戦チーム

6月18日（土）
19時キックオフ

5月29日（日）
14時キックオフ

ザスパクサツ群馬

6月25日（土）
19時キックオフ ブラウブリッツ秋田

ファジアーノ岡山

●ところ／トランスコスモススタジアム長崎
　　　　　（諫早市宇都町）

©VVN

みんなで楽しくエコロジー
シリーズ「野良仕事＆食の道」
～サツマイモ編～
芋挿しや除草作業などを体験しなが
ら、サツマイモを育てます。1月の収
穫祭では、そのサツマイモを調理して
いただきます。
●と　き／6月25日（土）
●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／500円
●申　込／6月18日（土）まで

検索西彼青年の家

問合せ 西彼青年の家
☎0959-32-1337

保育の仕事合同面談会
保育所、幼稚園、
認定こども園などへの就職を考えて
いる方を対象に、県内の保育施設を
集めた合同面談会を開催します。

●対　象／保育士養成校などの学
生、保育士資格や幼稚園
教諭免許をお持ちの方

検索長崎県保育の仕事合同面談会

問合せ 県のこども未来課
☎095-895-2684

無料 申込不要

と　き ところ

7月10日（日）
13時～16時

6月25日（土）
13時～16時

県立総合体育館
（長崎市油木町）

佐世保市体育文化館
（佐世保市光月町）

介護支援専門員
（ケアマネジャー）
実務研修受講試験
●と　き／10月9日（日）
●ところ／①県庁（長崎市尾上町）
　　　　　②長崎女子短期大学
　　　　　　（長崎市弥生町）
　　　　　③県立大学佐世保校
　　　　　　（佐世保市川下町）
●申　込／6月1日（水）～30日（木）
※申込には、「受験の手引」（800円）
　が必要です。ウェブサイト、はがき
　などで請求してください

検索介護労働安定センター長崎支部

問合せ （公財）介護労働安定センター長崎支部
☎050-3539-1796

第36回ながさき 
“若い芽”のコンサート
オーディション参加者募集
県内の子どもたちを対象にしたクラ
シックコンサートのオーディション
参加者を募集しています。
●と　き／
　8月27日（土）声楽（中・高校生）、
　　弦楽器・ギター、ピアノ（中・高校生）
　8月28日（日）ピアノ (小学生)、
　　管・打楽器 
●ところ／諫早文化会館（諫早市宇都町）
●対　象／県内の小・中学生、高校生
●申　込／7月8日（金）まで

検索ながさき若い芽のコンサート

問合せ 県の学芸文化課
☎095-894-3385

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」
6月26日は「国際麻薬乱用撲滅デー」
です。薬物乱用防止について、広く皆
さんに知っていただくため、6月20日
から7月19日まで「ダメ。ゼッタイ。」を
テーマに県内各地で街頭キャンペーン
や募金への呼びかけなどを行います。
薬物乱用のない社会をつくりましょう。

検索長崎県薬務行政室

問合せ 県の薬務行政室
☎095-895-2469

県立高等技術専門校
オープンキャンパス
【実習体験型】

検索佐世保高等技術専門校
問合せ ☎0956-62-3799

検 索長崎高等技術専門校
問合せ ☎095-887-5671

◎長崎校
●と　き／①7月10日（日）
　　　　　②7月27日（水）

◎佐世保校
●と　き／7月22日（金）

無料広い施設や充実した設備、訓
練風景が見学でき、希望する科の実
習体験もできます。
※「すすめるけん」（P9）で本校を紹
　介しています

食育に関する募集
①「誰かと食べるっておいしいね！
　楽しいね！」作品の募集

②食育ボランティアの募集

6月は「食育月間」です。家族や
友人などと一緒に食べる楽しさを
テーマに、標語と絵画を募集します。
入賞作品は、ウェブサイトなどで紹介
します。また、昨年度の入
賞作品を県庁で展示しま
す。詳しくはウェブサイト
をご覧ください。
●応募方法／作品と応募用紙を提出
●対　　象／県内にお住まいの方
●申　　込／9月30日（金）まで

地域や学校、幼稚園、保
育所などで食育について
の講話や調理実習、体験
活動などを行ってくださるボラン
ティアを随時募集しています。
●対　象／県内にお住まいか勤務し

ている18歳以上の方、
県内で活動している団
体・企業など

検索長崎県　食育

問合せ 県の食品安全･消費生活課
☎095-895-2366

農業をはじめませんか

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

①オンライン就農相談会
専門の就農相談員へ農業についてオ
ンラインで相談することができます。
●と　き／
　　　　  6月20日（月）～24日（金）
　　　　  7月11日（月）～15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／　　　 6月13日（月）まで
　　　　　　　　 7月4日（月）まで
※ウェブサイトでの事前
　申込が必要です

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／6月8日（水）～7月20日（水）
●試験日／8月3日（水）
●期　間／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／25名
※教材費や保険加入料などの
　自己負担が必要です

②農業の技術習得支援研修

相談無料

受講料
無料

第1回
第2回

第1回
第2回

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／月～金曜9時～16時
　※12時～13時、土・日曜、祝日、
　　年末年始を除く

相談無料

大村市役所
（大村市玖島）

島原市役所
（島原市上の町）

県北振興局
（佐世保市木場田町）

と　き と こ ろ

6月28日（火）
10時～15時

6月23日（木）
10時～15時

6月9日（木）
10時～15時

看護職員復職支援研修

検索長崎県看護キャリア支援センター

問合せ 長崎県ナースセンター
（ながさき看護センター内）
☎0957-49-8060
長崎県看護キャリア支援センター
☎0956-23-8207

看護の資格を生かして再び働
きたい方を対象に、研修を実施して
います。新しい
知識や技術に
不安がある方、
受講してみま
せんか。

●内　容／
最新の医療看護に関する講義、吸
引・採血などの演習、病院・診療所
での施設研修など

●会　場／
　ながさき看護センター（諫早市永昌町）、
　長崎県看護キャリア支援センター
　（佐世保市平瀬町）、県内医療機関
※開催月によって会場が異なります。
　詳しくはウェブサイトをご覧ください

無料

検索長崎県ソーシャルメディア

問合せ 県の広報課
☎095-895-2021

長崎県LINE公式アカウントと
「友だち」になりませんか
長崎県LINE公式アカウントを開設
しました。毎週、暮らしの情報や観
光の話題などを発信しています。
県内の新型コロナに関する情報が分
かるウェブサイトや県公式YouTube
のほか、防災情報や救急医療情報シ
ステムなど、いざという時に役立つリ
ンク先も掲載していますので、ぜひ
ご活用ください。
※友だち追加は
　QRコードから

募　集

お知らせ

びわ太郎



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。

14

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）

◎小児接種に関する相談
長崎県新型コロナ小児ワクチン
接種相談センター
☎0800-500-8740
FAX 0800-500-8732
（8時～20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。

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

◎新型コロナ人権相談窓口
　☎095-894-3184
　９時～17時45分
　※水曜は20時まで

新型コロナに関する
人権相談
新型コロナに関連した誹謗
中傷や差別などの人権侵害
に関する専門の相談窓口を
開設しています。
※今年4月から土・日曜（祝日、年末年
　始を除く）も対応しています
●もし被害を受けたら
　窓口へご相談ください。内容に
　よっては弁護士を紹介し、相談料
　などの一部を県が負担します。

検索
検索

長崎県新型コロナ　人権相談

問合せ 県の人権・同和対策課
☎095-826-2585

コロナ
関連

長崎県 食品衛生

問合せ 県の生活衛生課
☎095-895-2364

食中毒に注意しましょう
気温・湿度が高くなると食中毒が発
生しやすくなります。特に、作り置き
や、食べるまでに時間のかかるお弁
当・テイクアウト品には注意が必要
です。

◎食中毒予防の三原則
①菌を付けない
調理前や食べる前にはしっか
りと手を洗い、調理や盛り付け
は清潔な器具で行いましょう
②菌を増やさない
食材や食品は冷蔵庫などで適
切に保管しましょう
③菌をやっつける
食材は十分に加熱して食べま
しょう

検索長崎県 ダニ媒介感染症

問合せ 県の感染症対策室
☎095-895-2466

マダニにご注意ください
マダニは、かまれてかゆくなるイエダ
ニやアレルギーの原因となるダニと
は異なる種類です。山林ややぶなど
に多く生息し、日本紅斑熱やSFTS
(重症熱性血小板減少症候群 )の病
原体を媒介します。感染すると発熱、
発疹、下痢、吐き気などの症状が現
れ、重症化することもあり注意が必要
です。かまれたら、速やかに皮膚科な
どの医療機関を受診しましょう。 

◎マダニにかまれないために
特に山林など屋外で活動する際は
①長袖、長ズボン、足を完全に 
　覆う靴などを着用して皮膚を
　露出させないようにしましょう
②活動後は体や服をはたきましょう

令和４年度長崎県離職者
雇用促進助成金
新型コロナの影響により離
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（個人事業主も含む）に対して助成
金を支給します。支給要件や申請方
法など詳しくはウェブサイトをご覧く
ださい。
●対象となる雇用開始日／
　令和3年12月1日～
　令和4年11月30日
●支給額（1人あたり）／
　無期雇用：最大30万円
　有期雇用：最大15万円
　※1事業主あたり最大2名まで

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

コロナ
関連

こうはん


