
セアカゴケグモに
ご注意ください！

◎セアカゴケグモの特徴
●成熟したメスは体長約0 . 7～

1.0cmで、毒を持っています。

●全体が光沢のある黒色で、腹部
の背面に赤色の縦しま、腹面に
は赤色の砂時計型やひし形の模
様があります。

●かまれると針で刺されたような
痛みを感じ、その後、腫れ、熱を
持つなどの症状が現れます。

特定外来生物のセアカゴケグモを見つ
けた場合は、素手で捕まえたり触った
りせず、靴で踏みつぶすか、市販の殺
虫剤等で駆除し、市町または最寄りの
県の機関へお知らせください。

検 索長崎県　セアカゴケグモ

問合せ 県の自然環境課
☎095-895-2381

約0.7～1.0㎝

無料

県立高等技術専門校
「一日体験入校」

検 索長崎高等技術専門校

問合せ ☎095-887-5671

◎長崎校
●と　き／①7月12日（金）
　　　　　②7月24日（水）
　　　　　いずれも10時30分～15時
●申　込／①7月   5日（金）まで
　　　　　②7月17日（水）まで

検 索佐世保高等技術専門校

問合せ ☎0956-62-3799

◎佐世保校
●と　き／7月22日（月）
　　　　　10時～15時
●申　込／7月16日（火）まで

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。
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催しもの

暮らしに役立つ情報を伝えるけん！

お知らせ

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

障害の有無に関わらず、誰もが相互に
人格と個性を尊重し支え合う共生社会
の実現に向けて、障害のある人に対す
る理解の促進を図るため、作文やポス
ターを募集します。
●対　　象／作　　文：小学生以上
　　　　　　ポスター：小・中学生
●申込期間／7月1日（月）～9月6日（金）必着
※詳しくはホームページをご覧ください

「心の輪を広げる体験作文」・
「障害者週間のポスター」の募集

検 索長崎県障害福祉課

問合せ 県の障害福祉課
☎095-895-2451

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日午前11時2分に、
各家庭や職場で１分間の黙とうを捧げ
ましょう。
●と　 き／8月9日（金）
　　　　　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

献血へご協力を！

7月は「愛の血液助け合い運動」月間で
す。献血で救える命があります。

検 索長崎県薬務行政室

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）
②献血ルーム「西海」（佐世保市上京町）
③献血バス（県内各地）
　※スケジュールは「長崎県   献血バス」で検索

長崎振興局長崎港湾漁港事務所が
8月13日（火）に移転します

●移転先／長崎振興局万才町庁舎
　　　　　※旧県庁新別館
　　　　　（長崎市万才町3-17）

検 索長崎港湾漁港事務所

問合せ 長崎振興局長崎港湾漁港事務所
☎095-822-1257

サマーボランティア
キャンペーン2019

子どもから大人まで気軽に体験できる
ボランティア活動への参加者を募集し
ています。

検 索長崎県　サマーボランティアキャンペーン

問合せ 県や市町の社会福祉協議会
☎095-846-8618（県社協）

●と　き／7月1日（月）～9月30日（月）で
　　　　　受入施設等が定める期間
　　　　　※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
●申　込／期間中随時受付

西彼青年の家イベント

①夏の自然の学校「How toキャンプ！」
テントを張り、火起こし体験や野外炊
飯などキャンプを楽しみます。
●と　き／6月29日（土）～30日（日）
●対　象／どなたでも
●申　込／6月19日（水）まで
●参加費／大　人：2,100円
　　　　　子ども：1,900円

②「子ども遊楽塾」～夏の陣～
4日間テントで生活しながら、自然の中
でさまざまな体験活動を行います。
●と　き／7月29日（月）～8月1日（木）
●対　象／小・中学生　定員40名
●申　込／7月19日（金）まで
●参加費／5,000円

検 索西彼青年の家

問合せ ☎0959-32-1337

ハウ トゥ

生涯現役応援セミナー

高齢者がこれまでの経験や知
識などを生かしながら、いきい
きと活躍するきっかけづくりと
なるセミナーを開催します。
●と　き／7月17日（水）14時～16時
●ところ／諫早文化会館（諫早市宇都町）
●対　象／おおむね60歳以上の方
●講　演／「人生100年時代をどう生きるか」
　　　　　講師：諏訪中央病院名誉院長
　　　　　　　   鎌田  實氏
●申　込／7月12日（金）まで

検 索ながさき生涯現役応援センター

問合せ ☎095-843-0219

無料

たかま みのる

無料

「女性のためのおしごと相談」

結婚や出産などで仕事を辞め
ブランクのある女性や、子育てをしな
がら仕事をしたい女性の方などのため
の個別相談会です。女性カウンセラー
と一緒に、自分に合った働き方を探し
てみませんか。予約制の託児もありま
すのでお気軽にご利用ください。

※完全予約制ですので、開催日の前日17時
までにお電話でお申し込みください

検 索ウーマンズジョブ

問合せ ウーマンズジョブほっとステーション
（長崎県総合就業支援センター内）
☎095-842-5424

7月  2日（火） 壱岐の島ホール
（壱岐市 郷ノ浦町）

7月  4日（木） 諫早市男女共同参画
推進センター（諫早市高城町）

7月11日（木） 新上五島町青方子育て
支援センター（新上五島町青方郷）

7月18日（木） 平戸市役所 
（平戸市岩の上町）

7月19日（金） 五島市総合福祉保健センター
（五島市三尾野）

7月22日（月） 佐世保市男女共同参画
推進センター（佐世保市三浦町）

と　き と こ ろ

無料

ひきこもり家族教室

ひきこもりで悩んでいる家族を
対象に家庭内のコミュニケーションの
改善や楽な気持ちで暮らせるようにな
る工夫などをテーマとした家族教室を
開催します。途中の回からの参加も可
能です。お気軽にご参加ください。

●ところ／長崎こども・女性・障害者支援センター
　　　　　（長崎市橋口町）
※事前申込が必要です

検 索長崎県ひきこもり地域支援センター

問合せ 長崎県ひきこもり地域支援センター
☎095-846-5115

6月27日（木）
①オリエンテーション
　ひきこもりに伴う症状と
　対応についての理解

7月17日（水） ②コミュニケーション方法
　を身に付ける

8月21日（水） ③上手に褒めて望ましい
　行動を増やす

9月18日（水） ④家族の対応について
　回復者からのメッセージ

10月16日（水） ⑤先回りをやめ、望ましく
　ない行動を減らす

11月20日（水）
⑥家族自身の生活を豊かに
　する
　 家族からのメッセージ

と　き テ ー マ

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、県内
各 地 で 街 頭 キャン
ペーンや国連支援募
金への呼びかけなど、

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を行います。
●期間／6月20日（木）～7月19日（金）

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

検 索長崎県薬務行政室

問合せ 県の薬務行政室
☎095-895-2469

（公財）麻薬・覚せい剤乱用防止センター

1等、前後賞合わせて
7億円！当せん本数20
本のサマージャンボ宝
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ます。

●発売期間／7月2日（火）～8月2日（金）
●価　　格／1枚300円
●抽 選  日／8月14日（水）

検 索長崎県　宝くじ

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！

募　集

施設見学と併せて電気配線や
エンジンの 分
解・組み立て、
溶接 作業など
の実習が体験
できます。


