
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。

新型コロナウイルスの影響により、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

「長崎と天草地方の
潜伏キリシタン関連遺産」
世界遺産登録3周年記念展

禁教･鎖国の歴史を当時の地図から
読み解きます。潜伏キリシタンの信仰
用具なども展示します。
◎長崎会場
●と　き／10月20日（水）
　　　　　～11月14日（日）
●ところ／長崎歴史文化博物館
　　　　　（長崎市立山）
●入場料／大人630円
　　　　　小中高生310円
　　　　　※県内の小･中学生は無料
◎大村会場
●と　き／12月4日（土）～24日（金）
　　　　　※月曜休館
●ところ／大村市歴史資料館
　　　　　（ミライon内）
　　　　　（大村市東本町）
●入場料／無料

第22回
臓器移植推進国民大会

10月は「臓器移植推進月間」です。多
くの方に臓器移植についての理解を
深めていただくため臓器移植推進国
民大会を開催します。Web配信も行
いますので、ぜひご覧ください。
●と　き／10月24日(日)13時～15時
●ところ／長崎ブリックホール
　　　　　（長崎市茂里町）

検索長崎県世界遺産課

問合せ 県の世界遺産課
☎095-894-3171

検 索臓器移植 国民大会

問合せ 県の国保・健康増進課
☎095-895-2496

認知症普及啓発セミナー
認知症の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。
●と　き／11月14日（日）
　　　　　13時～16時30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／11月2日（火）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

募　集

参加無料
西九州新幹線レールウォーク
開業1年前を記念して、新
幹線の線路に沿って歩く
ことができるイベントを
開催します。
●と　き／11月7日（日）
●ところ／諫早駅
※事前申込が必要です。詳しくは
　ウェブサイトをご覧ください

検索長崎県　新幹線

問合せ 県の新幹線対策課
☎095-895-2063

島原半島への直行乗合
タクシーをご利用ください
長崎駅や諫早駅から直
行乗合タクシーで島原半
島へ出かけませんか？
●運　行／12月26日（日）まで
　　　　　（土･日曜、祝日のみ）
●ルート／
　長崎駅～小浜･雲仙～口之津港
　諫早駅～小浜･雲仙～口之津港
●運　賃／1,500円～3,500円
※運行日は予約サイトをご確認くだ
　さい。原則3日前までの予約が必
　要です

検索長崎県　新幹線

問合せ 県の新幹線対策課
☎095-895-2063

まもなく終了！長崎よかもん
キャンペーン第３弾
対象サイトで1回あ
たり2,000円以上
購入すると、全国送
料無料になるキャン
ペーンを実施しています。お得なこの
機会にぜひご利用ください。
●期　限／10月31日（日）
●対象サイト／
　・e-ながさき旬鮮市場
　・長崎漁連ウェブショッピング
※予算に達し次第終了

検索うまかけん長崎

問合せ 県の物産ブランド推進課
☎095-895-2621

長崎県戦没者追悼式
本県出身の戦没者に哀悼の意を表
し、恒久平和を祈念するため、追悼式
を開催します。
●と　き／10月20日（水）10時30分
●ところ／シーハットおおむら
　　　　　（大村市幸町）
※新型コロナ対策として規模を縮小
し、ご遺族と来賓のみで実施します
問合せ 長崎県戦没者慰霊奉賛会

☎095-844-3868

県立農業大学校の
学生募集【一次】

●試験日／12月3日（金）
●学　科／園芸（野菜・花き・果樹
　　　　　コース）、畜産
●対　象／来春高校を卒業見込みまた

はこれと同等以上の学力
を有し、農業や農業関連産
業に従事しようとする方

●申　込／10月29日（金）
　　　　　～11月19日（金）

検索長崎県立農業大学校

問合せ 県立農業大学校
☎0957-26-1016

入学金・授業料無料農業の専門的
な知識や技術、経営を実践的に学ぶ
学生を募集します。

交通事故相談

検索長崎県交通事故相談所

無料

対馬市交流センター
（対馬市厳原町）

壱岐市役所
（壱岐市郷ノ浦町）

平戸市役所
（平戸市岩の上町）

と　き 内　容

10月4日（月）

10月5日（火）

10月8日（金）

県北振興局
（佐世保市木場田町）10月14日（木）

大村市役所
（大村市玖島）10月26日（火）

島原市役所 
（島原市上の町）10月28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／平日9時～16時

県内各地での巡回相談（予約制）も毎
月開催しています。

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。

10月は食品ロス削減月間です
食品ロスとは、食べられるのに捨てら
れてしまう食品のことで、国内で年間
約600万トン発生しています。
食品ロスを減らすために、一人一人が
できることから始めましょう。

「長崎の変」の猫キャラ
ダウンロード開始！ 

「長崎の変」は、福山雅治さんととも
に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。「長崎の変」の
猫キャラをあなたのアイデアで自由
に使って、SNS で投稿してください。
猫キャラを使った商品や取り組みは、
公式ウェブサイトなどで発信していき
ます。
※詳しくはウェブサイトをご覧ください 

検 索ながさき食ロスゼロ

問合せ 県の資源循環推進課
☎095-895-2373

検 索長崎の変

問合せ 県の広報課
☎095-895-2021

県営住宅の入居者募集
募集住宅の申込書類などを10月22日
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
　　　　  10月22日（金）～11月2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
佐世保事務所
諫早事務所
大村事務所

☎095-823-3050
☎0956-22-9612
☎0957-26-9053
☎0957-52-6825

◎家庭でできる実践行動
●事前に家にある食材を確認し、
使いきれる分だけ購入する

●冷蔵庫内の在庫管理を定期的
に行う

●食べきれる分だけ調理する
●残った料理はリメイクする

「秋の農作業安全確認運動」
を実施しています
毎年、県内では農作業中の事故によ
り尊い命が失われています。今年も既
に数件の死亡事故が発生しており、
機械の下敷きになる例や70歳以上
の高齢者の事故が多くなっています。
農作業の機会が増えるこの時期に日
頃の作業を振り返り、一層の農作業
安全に努めましょう。

検索長崎県　農作業安全推進

問合せ 県の農産園芸課
☎095-895-2933

Go To Eatキャンペーン長崎
8 , 0 0 0 円 で
10,000円分使
えるお得な食事
券が、県内の加
盟店2,000店舗以上で使えます。
皆さんの利用が地域の飲食店や食
材の生産者などの応援につながりま
す。感染防止対策を心掛けた上で、
ぜひご利用ください。
※新型コロナの状況により、利用自粛を
お願いする場合があります
●販売期限／11月15日（月）
●利用期限／12月15日（水）
※有効期限が「3月31日」や「6月30日」
までと印字された食事券も利用可能
●購入方法／
　コンビニ（ローソン）で購入
　または事務局へ電話申込

問合せ Go To Eatキャンペーン
長崎事務局
☎0570-044123

お知らせ

長崎県オンライン転職フェア
県内企業20社以上が参加す
るZoomを使用したオンラインイベ
ントです。
●と　き／10月30日（土）10時～17時
●対　象／県内外にお住まいの求職

者、転職希望者
※事前登録が必要です。詳しくは
　ウェブサイトをご覧ください

検索長崎県オンライン転職フェア

問合せ 県の雇用労働政策課
☎095-895-2711

無料
ズ　ー　ム

ゴ ー トゥー イ ー ト

※時間はいずれも10時～15時



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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発熱などの症状がある方は、
まずは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ので、医療機関
の指示に従い対応をお願いします。また、
マスクをして受診するようにしましょう。

検索長崎県　新型コロナウイルス

◎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

◎人権相談窓口
　☎095-894-3184
　月～金曜（祝日を除く）
　9時～17時45分
　※水曜は20時まで

コロナ
関連

息苦しさ、強いだるさ、高熱
などの強い症状のいずれか
がある場合や、発熱、咳な
ど軽い風邪の症状が続く場合は、か
かりつけ医などの最寄りの医療機関
へ電話で相談しましょう。
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。セン
ターでは、新型コロナに関する健康相
談にも対応しています。

社会生活基本調査に
ご協力ください
社会生活の実態を明らかにするため
の国の調査です。県内でも一部の世
帯を対象に、仕事や家事などに費や
している時間や自由時間の活動内容
について、調査を実施します。
調査をお願いする世帯に調査員が伺
いますので、ご協力をお願いします。
●実施期間／9月～10月
※インターネットでの回答もできます

検索令和3年社会生活基本調査

問合せ 県の統計課
☎095-895-2225

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

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。

1等、前後賞合わせて
5億円！「ハロウィン
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／9月22日（水）
　　　　　　～10月22日（金）
●価　　格／1枚300円
●抽 選 日／10月29日（金）

検索宝くじ公式サイト

問合せ 県の財政課
☎095-895-2171

「ハロウィンジャンボ宝くじ」
の購入は県内で！

新型コロナに感染した方やそ
の家族、周囲の方々などを含
むすべての人に対し、誤解や偏
見に基づく差別や誹謗中傷を行うこと
は、決して許されない行為です。
●もし被害を受けたら
　窓口へご相談ください。被害が深
　刻な場合は弁護士を紹介し、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

新型コロナに関する人権相談

10月17日～23日は
「薬と健康の週間」です
医薬品は病気やけがを治すのに役立ち
ますが、正しく使用しないと思わぬ副
作用を引き起こすことがあります。薬に
ついて気になることがあれば、かかりつ
け薬剤師・薬局に相談しましょう。
薬の正しい使用に役立つ情報を県の
ウェブサイトに掲載していま
すので、ぜひご覧ください。

検索長崎県薬務行政室

問合せ 県の薬務行政室
☎095-895-2469

10月は骨髄バンク推進月間です
白血病などの血液の病気により、骨
髄移植を必要としている方が国内に
約1,300人います。骨髄ドナー登録
にご協力をお願いします。
●対　　象／18歳～54歳の健康な方
●登録受付／献血ルーム「はまのまち」
　　　　　　献血ルーム「西海」
　　　　　　県立保健所 ※要予約
「日本骨髄バンク」のLINE公式アカウント
では、ドナー登録に関するさま
ざまな情報を提供しています。

検索長崎県　骨髄ドナー

問合せ 県の薬務行政室
☎095-895-2469


