
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

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

と　き と こ ろ

時津町総合福祉
センター
（時津町左底郷）

南島原市西有家
総合学習センター
（南島原市西有家町）

大村市光と緑の園
おひさまハウス
（大村市西大村本町）

東彼杵町総合会館
（東彼杵町彼杵宿郷）

佐々町地域交流
センター
（佐々町本田原免）

3月8日（水）
10時30分～
11時30分

2月21日（火）
14時～15時

2月18日（土）
14時～15時

2月9日（木）
15時15分～
16時15分

2月7日（火）
14時～15時

無料

日本遺産「国境の島 壱岐・
対馬・五島」等パネル展
2月13日は日本遺産の日で
す。「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。

参加無料
事前申込不要

G7長崎保健大臣会合
100日前フォーラム
～ながさき健康宣言!～
5月13日～14日に
長崎市で開催され
る「G7長崎保健大臣会合（保健・医
療に関する国際会議）」の成功に向
けて、感染症や健康づくりに関する
フォーラムを開催します。

●と　き／2月5日（日）
　　　　　12時30分～16時
●ところ／出島メッセ長崎
　　　　  （長崎市尾上町）
●イベント内容

　テーマ：ポストコロナ社会に向けて
　　　　 ～健康・医療課題を考える～

検索日本遺産「国境の島」

問合せ 県の文化振興・世界遺産課
☎095-895-2762

と　き と こ ろ

県庁（長崎市尾上町）2月11日（土）
～20日（月）

対馬市交流センター
（対馬市厳原町）

3月  7日（火）
～16日（木）

五島市役所
（五島市福江町）

3月22日（水）
～31日（金）

有川港ターミナル
（新上五島町有川郷）

4月  4日（火）
～13日（木）

壱岐市立一支国博物館
（壱岐市芦辺町）

4月18日（火）
～28日（金）

世界遺産「明治日本の産業
革命遺産」フォトコンテスト
世界遺産「明治日本の産業革命遺産」
を撮影した魅力的な写真を2月28日
（火）まで募集しています。優秀作品
はSNSや全国主要駅での交通広告
などで活用されます。皆さん
からの応募をお待ちしてい
ます。　応募はこちらから➡

検索明治日本の産業革命遺産　フォトコン

問合せ 「明治日本の産業革命遺産」
世界遺産協議会事務局
（鹿児島県庁内）
☎099-286-2363

検 索G7長崎

問合せ G7長崎保健大臣会合推進協議会
事務局
☎095-895-2091

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／2月1日（水）～
　　　　　　3月3日（金）
●価　　格／1枚300円
●抽 選 日／3月15日（水）

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！

●ところ／
①諫早市中央体育館（諫早市小船越町）
②アリーナかぶとがに（長崎市油木町）
③佐世保市体育文化館（佐世保市光月町）

長崎ヴェルカ
2月ホームゲーム日程
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！
◎長崎ヴェルカ（バスケットボール）

　◎パネルディスカッション

　ゲスト：長崎健康革命スペシャル
　　　　サポーター・大久保嘉人さん

　◎トークショーと　き 対戦チーム

②2月18日（土）
19日（日）

①2月  4日（土）
  5日（日）

熊本ヴォルターズ

③2月25日（土）
26日（日） バンビシャス奈良

アルティーリ千葉

検索長崎ヴェルカ

問合せ ㈱長崎ヴェルカ
☎050-3625-2948

©ヴェルカ

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

長崎県人権教育中央研修会

部落差別（同和問題）

子どもと人権

外国人と人権

時　　間 テ　ー　マ

14時45分～

13時～

10時25分～

●ところ／県庁（長崎市尾上町）
●定　員／各回140名（先着順）
　　　※オンライン受講は定員なし
●申　込／2月2日（木）まで

無料「『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。オンライン受講もできます。
●と　き／2月10日（金）

検索ながさき生涯現役応援センター

問合せ ながさき生涯現役応援センター
☎095-843-0219

シニア世代のスマホ講座
無料社会とつながる手段の１つで

あるスマホの使い方を学ぶ講座を開
催します。スマホは会場に準備します。
●対　象／おおむね55歳以上の方
●と　き／3月1日（水）・2日（木）
　※各日2時間で2日とも受講が必要
●ところ／県庁（長崎市尾上町）
●定　員／各回20名

第20回長崎県
ねんりんピック参加者募集
県内在住の60歳以上の方のスポー
ツと文化の祭典で、「ねんりんピック
愛顔のえひめ2023」の予選も兼ね
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13日（土）ほか
●ところ／長崎市、諫早市、大村市、
　　　　　長与町
◎文化交流大会
①囲碁交流大会
●と　き／5月13日（土）
●ところ／長崎県勤労福祉会館
　　　　　（長崎市桜町）
●対　象／アマチュアの方
　　　　　（15歳以下も可）
②ふれあい三世代交流将棋大会
●と　き／5月14日（日）
●ところ／長崎県勤労福祉会館
●対　象／アマチュアの方
　　　　　（年齢制限なし）
③健康マージャン交流大会
●と　き／5月14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／アマチュアの方
※スポーツ交流大会と文化交流大会
　の申込は2月28日（火）まで
◎「生きがい作品展」出品者募集
　6月1日（木）～4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（金）まで

えがお

検 索長崎県すこやか長寿財団

問合せ （公財）長崎県
すこやか長寿財団
☎095-847-5212

西彼青年の家のイベント
①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
使って行うスポーツです。未体験の方
も大歓迎です。
●と　き／2月19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8日（水）まで

検索西彼青年の家

問合せ 西彼青年の家
☎0959-32-1337

②１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25日（土）～26日（日）
●対　象／小学校低学年
●参加費／2,100円
●申　込／2月15日（水）まで

募　集

お知らせ

ジーセブン

※すべて90分間



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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交通事故相談

検索長崎県交通事故相談所

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

2月28日（火）

2月24日（金）

2月9日（木）

●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

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

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。

無料

検索長崎県　家畜の飼養

問合せ 県の畜産課
☎095-895－2955

家畜の飼養者は定期報告
をお願いします
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。
●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（木）
　　　　　　その他の家畜  4月17日（月）
●提 出 先／最寄りの家畜保健衛生所

検索長崎県　ナンバープレート

問合せ 県の地域づくり推進課
☎095-895-2241

「長崎県版図柄入り
ナンバープレート」で
長崎を発信しよう！
交付手数料に加え、1,000円以上の
寄付をするとカラー版が交付されま
す。寄付金は交通サービスの改善な
どに役立てられます。

●交付手数料／8,400円～（モノトーン）
※ディーラーや整備工場などに依頼
　する場合、別途手数料がかかります

自動車税種別割のお知らせ
引っ越しなどで住所が変わった方
は、県の各振興局で納税通知書の送
付先変更手続きが必要です（電子申
請も可）。また、自動車を譲ったり、使
わなくなったりした場合、移転登録ま
たは抹消登録の手続きを怠ると、4月
1日現在の登録名義人に自動車税種
別割が課税されますので、必ず変更
手続きを行ってください。

検索長崎県税務課

問合せ 各振興局税務担当課
長崎　☎095-821-8835
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

◎移転･抹消登録の問い合わせ先
　（長崎運輸支局）
■長崎  　☎050-5540-2083
■佐世保  ☎050-5540-2084
■厳原  　☎050-5540-2085

発熱などの症状がある
場合の相談

コロナ
関連

発熱などの症状が出たら、ま
ずは症状をよく見て受診の必
要性を判断し、必要な場合はかかりつ
け医や最寄りの医療機関に電話で相談
しましょう。水が飲めない、呼吸が苦し
いなど、症状が重い方以外は、救急外
来の受診を控えてください。相談する
医療機関に迷う方は、県のウェブサイト
で診療・検査医療機関を確認するか受
診・相談センターにご相談ください。

なお、コロナ感染症にかかる相談
（後遺症・療養期間など）について
は、以下へお問い合わせください。

検索長崎県　診療・検査医療機関検索MAP

☎050-3665-8101
（土･日曜、祝日を含む24時間対応）

◎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

◎乳幼児・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）

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。

◎接種券や予約などに関すること
　お住まいの地域の市町の相談窓口


