
無料

「女性のためのおしごと相談」
スカイプ相談をご利用ください

就業を目指す女性を
対象とした相談を10
月からスカイプや電
話でも受け付けます。
スマートフォンやパソ
コン、電話でどこから
でもカウンセラーと
個別相談ができます。
●と　き／月～金曜日
　　　　　（祝日、12/29～1/3を除く）
※事前予約が必要です

検 索長崎県ウーマンズジョブ

問合せ 長崎県総合就業支援センター
☎095-842-5424

お知らせ

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

防災について考えるシリーズ
「秋の防災キャンプ」

災害などの非常時における救急・救命
や調理の方法などを学べます。
●と　き／11月9日（土）～10日（日）
●対　象／どなたでも
●参加費／大　人 1,500円
　　　　　子ども 1,300円
●申　込／10月30日（水）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18日（金） 10時30分
●ところ／シーハットおおむら
　　　　　（大村市幸町）

問合せ 長崎県戦没者慰霊奉賛会
☎095-844-3868

無料

休日労働相談
働く方と事業主の方の双方を対
象に、さまざまな労働問題について、面
談または電話で相談を受け付けます。
●と　き／10月27日（日）
　　　　　9時30分～16時30分
●ところ／①県庁（長崎市尾上町）
　　　　　②県北振興局天満庁舎
　　　　　　（佐世保市天満町）
●電話相談／☎0120-783-258
　　　　　　☎0120-783-369

検 索長崎県労働委員会事務局

問合せ 県の労働委員会事務局
☎095-822-2398

つながるフェスタin県庁

男女共同参画・女性活躍への理解促進
を目的としたイベントです。県内女性
起業家による販売コーナーや親子で
楽しめる体験ブースなど誰でも気軽に
参加できる企画が盛りだくさんです。
●と　き／11月3日（日･祝）
●ところ／県庁（長崎市尾上町）

検 索つながるフェスタin県庁

問合せ 県の男女参画･女性活躍推進室
☎095-822-4729

ながさき国際協力･交流
フェスティバル

県内で活動する国際交流団体などに
よるパネル展示のほか、海外文化の体
験や各国の料理の販売コーナーなど、
楽しいイベントが盛りだくさんです。
●と　き／10月27日（日） 11時～16時
●ところ／県庁（長崎市尾上町）

検 索長崎県国際交流協会

問合せ （公財）長崎県国際交流協会
☎095-823-3931

10月17日～23日は
「薬と健康の週間」

薬の正しい知識について呼び掛ける
街頭キャンペーンを行います。薬の飲
み合わせや副作用に関することなどを
薬剤師に相談できるコーナーや県内
で生産される医薬品の展示などがあり
ます。
●と　き／10月20日（日）
　　　　　12時～15時
●ところ／ベルナード観光通り
　　　　　（長崎市浜町）

検 索長崎県薬務行政室

問合せ 県の薬務行政室
☎095-895-2469

1等、前後賞合わせて5億円！当選本数
8本の「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。

●発売期間／9月24日（火）～
　　　　　　10月18日（金）
●価　　格／1枚300円
●抽  選  日／10月30日（水）

検 索長崎県　宝くじ

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!

無料

県の研究機関を一般公開

◎環境保健研究センター（大村市池田）
●と　き／11月9日（土） 10時～16時
●内　容／顕微鏡を使った微生物の

　　　　観察、エコロジーについて
　　　　楽しく学べる工作など

検 索長崎県環境保健研究センター

問合せ ☎0957-48-7560

◎工業技術センター（大村市池田）
●と　き／11月9日（土） 10時～16時
●内　容／科学実験や県内企業の製
　　　　　品展示、ドローンに関する
　　　　　講演など

検 索長崎県工業技術センター

問合せ ☎0957-52-1133

◎窯業技術センター（波佐見町稗木場郷）
●と　き／11月23日（土･祝） 10時～16時
●内　容／石膏で干支（子）づくりなど

検 索長崎県窯業技術センター

問合せ ☎0956-85-3140

ねずみせっ こう

また、長崎県埋蔵文化財センター開設
10周年を記念して、県内の遺跡のパネ
ルや出土品の展示などを行います。

無料

東アジア国際シンポジウム

◎特別企画展
　「長崎県の埋蔵文化財」
●と　き／10月15日（火）～19日（土）
　　　　　9時～17時
●ところ／県庁（長崎市尾上町）
※ギャラリートーク、精密分析機器の実演
　10月15日（火）12時～15時

検 索長崎県埋蔵文化財センター

問合せ 長崎県埋蔵文化財センター
☎0920-45-4080

日韓両国の考古学の研究者に
よる講演やパネルディスカッションを
行います。

◎シンポジウム
　「魏志倭人伝の中の倭と韓」
①長崎会場
●と　き／10月19日（土）
　　　　　13時～17時
●ところ／県庁（長崎市尾上町）
②壱岐会場
●と　き／10月26日（土）
　　　　　14時～15時30分
●ところ／壱岐市立一支国博物館
　　　　　（壱岐市芦辺町）

ぎ し わ じん でん

い き こく

検 索長崎県食品の安全

問合せ 県の食品安全･消費生活課
☎095-895-2366

食品の安全・安心リスク
コミュニケーション

と　き と こ ろ

無料「気をつけよう!!細菌性の食中
毒～家庭でできる食中毒予防～」を
テーマに、専門の講師による講演や意
見交換を行います。

11月11日（月）
13時～14時50分

11月12日（火）
13時～14時50分

県庁
（長崎市尾上町）

アルカスSASEBO
（佐世保市三浦町）

●申　込／11月1日（金）まで

無料

ながさき暮らし相談会

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。会場近くにお住まいの家族
や知人の方にお知らせください。

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

と　き と こ ろ

10月19日（土）
13時～17時

10月26日（土）
12時～15時45分

東京交通会館
（東京都千代田区）
※事前予約が必要です

TKPガーデンシティ広島
（広島市中区）

検 索長崎県　ギャンブル依存症

ギャンブル依存症家族教室

ギャンブル依存問題を抱える家
族が、病気についての正しい知識や本人
への適切な対応方法を学ぶ教室です。

※事前申込が必要です。また、途中の
　回からの参加も可能です
●ところ／佐世保市中央保健福祉セ
　　　　　ンター（佐世保市高砂町）

問合せ 長崎こども・女性・障害者支援センター
☎095-846-5115

と　き 内　容

無料

①10月15日（火）
13時30分～15時30分

①依存症とは?
　家族としての対応
　／精神科医師

②11月19日（火）
13時30分～15時30分

②借金への対応に
　ついて／弁護士

③12月17日（火）
13時30分～15時30分

③回復者･家族からの
　メッセージ

無料

DOVOC（土木）フェア2019
11月18日の「土木の日」に合わ
せて、県内でさまざまなイベントを開
催します。

①浜町パネル･模型展
●と　き／11月16日（土）10時～16時
●ところ／ベルナード観光通り
　　　　　（長崎市浜町）

②土木おもしろ体験隊
●と　き／11月16日（土）13時～16時
●ところ／長崎大学文教キャンパス
　　　　　（長崎市文教町）

③土木現場見学会
●と　き／11月17日（日）
●ところ／県内各地
※詳しくはホームページをご覧ください

検 索DOVOCフェア2019

問合せ 県の建設企画課
☎095-894-3021

暮らしに役立つ情報を伝えるけん！


