
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！

催しもの

検索長崎県経営支援課　新規事業

問合せ （一社）長崎県中小企業診断士協会
☎095-832-7011

新規事業展開に関する
相談を受け付けています
新規事業展開を検討されている事業
者の方に、経営方針立案や事業計画
の策定（事業承継を契機としたもの
を含む）、各種補助金の申請などにつ
いて、中小企業診断士がアドバイス
し、申請に必要な書類の作成などを
支援します。
●支援期間／来年3月15日まで
●対　象／県内中小企業者
　　　　　（個人事業主を含む）
●相談料／無料（1事業者6回まで）
※事業承継にかかる相談は3回まで
※リモート相談も可

第67回県展の作品募集
県内最大級の公募展「長崎県美術展
覧会（県展）」の作品を募集します。
●対　象／平成19年4月1日以前生

まれで①か②に該当する方
①県内にお住まいの方、または保護
者が県内にお住まいで県外の大
学・高校などに在学している方

②県外にお住まいで、県内の事業所
または大学・高校などに通勤・通学
している方

●部　門／日本画、洋画、彫刻、工芸、
書、写真、デザイン

●出品料／一般・大学生　5,000円
　　　　　高校生　　　  1,500円
●申　込／8月1日（月）～8日（月）

検索長崎県展

問合せ 県展事務局
☎095-825-6058

夏の交通安全週間

一人一人が交
通ルールを守
り、交通マナー
を高めて交通
事故にあわな
いよう、起こさ
ないよう注意
しましょう。

検索長崎県　夏の交通安全週間

問合せ 県の交通･地域安全課
☎095-895-2341

◎重点
■子供と高齢者の交通事故防止
■ヘルメットを着用するなど
　自転車の安全利用の推進
■飲酒運転の根絶

県民祈りの日
毎年8月9日は、「県民祈りの日」で
す。原爆犠牲者のご冥福をお祈りし、
平和への誓いを新たにするため、長
崎に原爆が投下された8月9日の午前
11時2分に家庭や職場で1分間の黙
とうを捧げましょう。
●と　き／8月9日（火）
　　　　　11時2分～（1分間）

検索県民祈りの日　ながさき

問合せ 県の原爆被爆者援護課
☎095-895-2471

外国人のための
無料法律相談会

県内にお住まいの外国人を対象にし
た無料法律相談会を実施します。
●と　き／7月の毎水曜日・土曜日
　　　　　ただし7月23日（土）除く
　　　　　13時30分～16時30分
　　　　　（相談時間1人60分）
●ところ／長崎県外国人相談窓口
　　　　　（長崎県国際交流協会内）
●内　容／婚姻・離婚、入国・在留、
　　　　　事件・事故、労働問題など
※弁護士が対応し、相談内容の秘密
　は厳守します
●申　込／事前申込が必要

検索長崎県外国人相談窓口

問合せ 長崎県外国人相談窓口
（外国語対応可）
☎095-820-3377
soudan@nia.or.jp

７月は「愛の血液助け合い
運動」月間です

問合せ 県の薬務行政室
☎095-895-2469

◎献血受付場所
①献血ルーム「はまのまち」（長崎市浜町）
　☎095-824-3332
②献血ルーム「西海」（佐世保市上京町）
　☎0956-25-2440
③移動献血バス
　※スケジュールは「長崎県　献血」で検索

検索ラブラッド

献血で救える命がありま
す。お電話や、Web会員
サービス「ラブラッド」で予
約できますので、ご利用下さい。

西彼青年の家イベント
①みんなで楽しく
　エコロジーシリーズ
　「野良仕事＆食の道」～そば編～
畑を耕し、うね立てを行い、そばの種
をまきます。12月に取れたて、ひきた
て、打ちたて、ゆでたてのそばをいた
だきます。

●と　き／8月20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／8月13日（土）まで

②防災について考えるシリーズ
　「秋の防災キャンプ」
災害など非常時の調理や救急・救命
の方法を体験してみませんか。
●と　き／9月17日（土）
●ところ／西彼青年の家
●対　象／県内にお住まいの方
●参加費／子ども 1,100円
　　　　　大　人 1,200円
●申　込／9月10日（土）まで

検索西彼青年の家

問合せ 西彼青年の家
☎0959-32-1337

長崎県で働きたい先生を
募集しています

●申　込／8月18日（木）まで
●対　象／県外の国公立小・中学校に
　　　　　正式に採用され、2年以上
　　　　　勤務している方（令和5年
　　　　　4月1日現在で59歳以下）
●試　験
　関東会場　9月10日（土）
　関西会場　9月11日（日）

現在県外の学校でご活躍中の「長崎
県で働きたい」「ふるさとで働きたい」
という先生方を募集しています。県外
にお住まいの家族や知人にお知らせ
ください。

「心の輪を広げる体験作文」
・「障害者週間のポスター」
の募集
障害のあるなしに関わらず、誰もがお
互いに人格と個性を尊重し支え合う
社会の実現をテーマにした作品を募
集します。
●対　象／作文：小学生以上
　　　　　ポスター：小学生、中学生
●受　付／7月1日（金）
　　　　　　～9月５日（月）
※詳しくはウェブサイトをご覧ください

検索長崎県　教員採用

問合せ 県の義務教育課
☎095-894-3378

検 索長崎県障害福祉課

問合せ 県の障害福祉課
☎095-895-2451

ボランティアチャレンジ
2022
子どもから大人まで気軽に
体験できるボランティア活
動に参加してみませんか。
●と　き／7月～来年1月の間で受

入施設などが定める期間
※1日のみの体験も可能

●ところ／県内の社会福祉施設、ボ
ランティア関係団体など
※在宅でできるボラン
ティアもあります

検索長崎県　ボランティアのひろば

問合せ 県や市町の社会福祉協議会
☎095-846-8618（県社協）

ながさきまなびネット
市町や大学、民間などと連携
して、県民の皆さんに生涯学
習の場を提供しています。
ウェブサイト「ながさきまなびネット」
では、県内各地の講座やイベント、講
師や施設などの情報を掲載していま
す。また、学校・公民館・学習グループ
向けに貸し出すDVDなどの教材も紹
介しています。ぜひご覧ください。

検索ながさきまなびネット

問合せ 県の生涯学習課
☎095-894-3363

検 索長崎県人権･同和対策課

問合せ 県の人権･同和対策課
☎095-826-5115

LGBT相談デーを
開設しています
性のあり方に関する
悩みや相談を専門
の相談員（臨床心理
士）が電話で受け付
けます。性的少数者
（LGBTなど）の方を
はじめ、その家族や友人の方など、お
気軽にご相談ください。
※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

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

相談無料

募　集

お知らせ

●期　間／7月14日（木）～20日（水）
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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
℻0800-500-8732
（8時～20時 ※土･日曜、祝日含む）

◎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
℻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

Ｖ・ファーレン長崎
7月ホームゲーム
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！
時間など詳しい情報は
ウェブサイトでご確認
ください。

と　き 対戦チーム

７月１０日（日）
18時キックオフ

７月６日（水）
19時キックオフ

いわてグルージャ盛岡

７月3０日（土）
19時キックオフ アルビレックス新潟

モンテディオ山形

●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Ｖ・ファーレン長崎

問合せ ㈱Ｖ・ファーレン長崎
☎0957-43-2095

「長崎の変」の猫キャラ
「にゃーが」に決定
「長崎の変」は
長崎の新たな
変化やチャレ
ンジを応援す
るプロジェク
ト。「猫キャラ」の名前を皆さんから
募集して決定しました。
その名も｢にゃーが｣。本名は「にゃーが・
さき・にゃいす・チェンジ・せにゃ・スマ
イル・きらり・ココ・がんばるにゃん」。
「にゃーが」の画像は公式ウェブサイ
トからダウンロードできます。皆さ
んもぜひ「にゃーが」を使って「長崎
の変」の取り組みに参加し
てください。

検索長崎の変

問合せ 県の広報課
☎095-895-2021
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熱中症に注意しましょう！
熱中症が起こりやすい時期になりま
した。日頃から予防に取り組むととも
に、「熱中症警戒アラート」発表時に
は、特に注意して行動しましょう。
◎熱中症の予防法
●室内ではエアコンを使用しましょう
●のどが渇いていなくても、
　こまめに水分補給をしましょう
●日傘や帽子を活用しましょう
※「熱中症警戒アラート」は、熱中症
　の危険性が極めて高い環境になる
　と予想される日に発表されます

検索長崎県　熱中症

問合せ 県の福祉保健課
☎095-895-2412

1等、前後賞合わ
せて7億円！「サ
マージャンボ宝
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。
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／7月5日（火）～8月5日（金）
●価　　格／1枚300円
●抽 選 日／8月17日（水）

検索宝くじ公式サイト

問合せ 県の財政課
☎095-895-2171

「サマージャンボ宝くじ」の
購入は県内で！


