
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

無料

第33回ながさき
“若い芽”のコンサート
オーディションで選ばれた15
名（予定）によるクラシックのソロコン
サートです。
●と　き／10月13日（日） 13時開演
●ところ／アルカスSASEBO
　　　　　（佐世保市三浦町）

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

無料

九州･山口70歳現役社会
推進大会長崎県大会

誰もが年齢に関わりなく社会
で活躍することができる「70
歳現役社会」の実現について
考えてみませんか。講演会のほ
か、高齢者が活躍する県内企業の事例
発表もあります。
●と　き／11月1日(金)13時～16時
●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
●講　演／「いつもチャレンジ精神で」
　　　　　講師：草野 仁氏
●申　込／10月25日(金)まで

検索長崎県雇用労働政策課

問合せ 県の雇用労働政策課
☎095-895-2714

無料

2019まちづくり総合住宅フェア

丸太切り競争やお仕事体験な
ど、住まいに関して楽しく学べるイベン
トが盛りだくさんです。
●と　き／10月5日（土）、6日（日）
●ところ／県庁（長崎市尾上町）

検索住まいの玉手箱

問合せ 県の住宅課
☎095-894-3104

青少年の家イベント

①わくわくおやつ工房～秋編～
　「月見団子作りにチャレンジ！」
竹串作りをはじめ、色々な味のお団子
を作っておいしくいただきます。
●と　き／9月22日（日）
●ところ／西彼青年の家
　　　　　（西海市西海町）
●対　象／どなたでも
●料　金／500円
●申　込／9月15日（日）まで

検索西彼青年の家

問合せ 西彼青年の家
☎0959-32-1337

②秋の自然の学校「森の焼きもの工房」
　～オリジナルパン作り～
生地をこねて窯で焼き上げたパンを手
作りのジャムとともにおいしくいただ
きます。
●と　き／10月19日（土）～20日（日）
●ところ／西彼青年の家
　　　　　（西海市西海町）
●対　象／どなたでも
●料　金／子ども1,900円
　　　　　大　人2,100円
●申　込／10月9日（水）まで

③橘湾夜釣り体験
夜の橘湾で、漁船からの夜釣りを親子
で楽しもう！
●と　き／10月5日（土）～6日（日）
●ところ／千々石少年自然の家
　　　　　（雲仙市千々石町）
●対　象／子どもと保護者 30名
●料　金／4,200円
●申　込／9月3日（火）～10月1日（火）まで

検索千々石少年自然の家

問合せ 千々石少年自然の家
☎0957-37-2769

無料

長崎県水産業就業支援フェア
水産業への就職を考えている
方を対象に、県内の沿岸漁業や水産業
関連企業などを集めた合同面談会を
開催します。
●と　き／10月12日（土）
　　　　　13時30分～16時30分
●ところ／県庁（長崎市尾上町）

検索ながさき漁業伝習所

問合せ 県の水産経営課
☎095-895-2832

無料

第17回ながさき水産科学フェア
「水産県長崎」を支える水産研
究施設や調査船などを一般公開し、海
や生物の紹介、サイエンスカフェ、各種
体験型イベントなどを行います。長崎
さかな祭りと同日開催です。
●と　き／10月20日（日）
　　　　　9時30分～15時
●ところ／県総合水産試験場ほか
　　　　　（長崎市多以良町）

検索長崎県　総合水産試験場

問合せ 県の総合水産試験場
☎095-850-6293

入場無料

秋恒例のお魚まつり
鮮魚や水産加工品などの
販売や競り体験、お魚つかみ取りなど
楽しいイベントが盛りだくさんです。

①松浦おさかなまつり
●と　き／10月5日（土）9時～14時
●ところ／松浦魚市場（松浦市調川町）

②長崎さかな祭り
●と　き／10月20日（日）9時～14時
●ところ／長崎魚市場（長崎市京泊） 

③西海の恵 佐世保漁港お魚まつり
●と　き／10月20日（日）
　　　　　8時30分～14時
●ところ／佐世保魚市場
　　　　　（佐世保市相浦町）

検索ながさきの地産地消

問合せ 県の水産加工流通課
☎095-895-2871

検索長崎県　共生社会セミナー

問合せ 県の障害福祉課
☎095-895-2451

共生社会セミナー
～障害のある人もない人も
誰もが安心して暮らせる
長崎県へ～

●対　象／どなたでも
●申　込／8月1日（木）～9月27日（金）まで
●定　員／各会場40名

10月24日（木）
13時30分～16時30分

南島原市ありえコレジヨホール
（南島原市有家町）

10月25日（金）
13時30分～16時30分

県北振興局天満庁舎
（佐世保市天満町）

11月6日（水）
13時30分～16時30分

対馬市交流センター　
（対馬市厳原町）

11月7日（木）
13時～16時

雲仙市千々石総合支所
（雲仙市千々石町）

と　き と こ ろ

無料身の回りの見えないバリアに
気付き、誰もがより住みやすい地域に
していくためにはどうしたらよいかを
一緒に考えます。

9月20日～26日は
「動物愛護週間」

検索長崎県　動物愛護週間

問合せ 県の生活衛生課
☎095-895-2364

と　き と こ ろ

9月14日（土）

9月21日（土）

9月22日（日）

9月23日（月・祝）

9月28日（土）

五島振興局
（五島市福江町）

イオン壱岐店横芝生広場
（壱岐市芦辺町）

出島ワーフ三角広場
（長崎市出島町）

県南保健所
（島原市新田町）

佐世保市中央公民館
（佐世保市常盤町）

諫早市役所前中央交流広場
（諫早市東小路町）

松浦市文化会館
（松浦市志佐町）

豊玉パールドーム
（対馬市豊玉町）

くさの ひとし

検 索長崎県展

問合せ 県展事務局（長崎県美術館内）
☎095-825-6058

第64回長崎県美術展覧会

と　き と こ ろ

中学生以下無料県内最大の公募展
「県展」を開催します。長崎県美術館で
は期間中、チャリティーオークションも
開催します。

9月15日（日）～29日（日）
※休館日9月24日（火）を除く

10月3日（木）～13日（日）
※休館日10月8日（火）を除く

10月17日（木）～27日（日）
※休館日10月23日（水）を除く

佐世保市博物館
島瀬美術センター
（佐世保市島瀬町）

諫早市美術･歴史館
（諫早市東小路町）

長崎県美術館
（長崎市出島町）

お知らせ
全国家計構造調査に
ご協力ください

全国の家計の構造を総合的に把握し、
各種施策へ反映するための調査です。
県が任命した調査員が10月までに調
査員証を持って伺いますので、ご協力
をお願いします。
●対　象／県内約1,500世帯

検索全国家計構造調査

問合せ 県の統計課
☎095-895-2225
全国家計構造調査コールセンター
☎0570-55-0852

期間中、県内各地で犬のしつけ方教室や
動物とのふれあい体験などを行います。

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

募　集

検索長崎県 介護に関する入門的研修

問合せ 県の長寿社会課
☎095-895-2440

介護に関する入門的研修

※事前申込が必要です。詳しくは、
　ホームページをご覧ください

と　き と こ ろ

無料介護業務に携わるための基本
的な知識と技術を学べます。介護の仕
事を目指している方をはじめ、家族の
介護でお悩みの方なども受講できま
す。全21時間（3日間）のうち、3時間の
初歩的な部分のみの受講も可能です。

11月9日（土）、
10日（日）、16日（土）

11月16日（土）～
18日（月）

11月17日（日）、
23日（土・祝）、24日（日）

11月30日（土）～
12月2日（月）

12月7日（土）、
8日（日）、15日（日）

12月14日（土）、
15日（日）、21日（土）

12月14日（土）、
21日（土）、22日（日）

1月18日（土）～
20日（月）

壱岐の島ホール
（壱岐市郷ノ浦町）

小栗ふれあい会館
（諫早市小川町）

対馬市交流センター
（対馬市厳原町）

アルカスSASEBO
（佐世保市三浦町）

福江文化会館
（五島市池田町）

島原復興アリーナ
（島原市平成町）

石油備蓄記念会館
（新上五島町青方郷）

大久保大黒町ビル新館
（長崎市大黒町）

検索ながさき移住

問合せ ながさき移住サポートセンター
☎095-894-3581

ながさき暮らし相談会

と　き と こ ろ

無料専門の就職支援員や市町の移
住担当者に仕事や住まいなどの相談が
できます。開催地近くにお住まいのご
家族や知人の方にお知らせください。

9月29日（日）
13時～17時30分

10月19日（土）
13時～17時

TKPガーデンシティ広島
（広島市中区）

東京交通会館
（東京都千代田区）




