
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。

1213

催しもの

無料

NAGASAKI
しごとみらい博2019
地元企業約110社と学生の交
流会です。県内で働く先輩から仕事の
やりがいなどを直接聞けるほか、企業
体験コーナーなども設置され、さまざ
まな業界を知ることができます。
●と　き／12月7日（土）
　　　　　13時30分～16時30分
●ところ／県庁（長崎市尾上町）
●対　象／大学･大学院、短大、専門学

校の全学年および保護者
など（既卒者、高校生も可）

※普段着でお越しください

検索しごとみらい博

問合せ ジョブネットワーク事務局
☎095-843-6647

トップファーマーフェア
「ながさき農林業大賞」受賞者が生産
した県内トップレベルの農産物（野菜、
果物、豚肉など）を紹介･販売します。
●と　き／①11月15日（金）～17日（日）
　　　　　②11月29日（金）～12月1日（日）
　　　　　いずれも9時30分～22時
　　　　　（最終日は18時まで）
●ところ／ゆめタウン夢彩都
　　　　　（長崎市元船町）

検索トップファーマーフェア

問合せ 県の農政課
☎095-895-2919

長崎県産酒!飲んでハッピー!
当たってラッキー!キャンペーン

「長崎県産酒による乾杯の推進に関す
る条例」に沿って、ふるさとのおいしい
お酒にもっと親しんでいただくため、県
内の飲食店や酒店で県産酒を注文･購
入した方に抽選で県産品が当たるキャ
ンペーンを実施します。
●と　き／11月20日（水）～12月29日（日）
※実施店舗はホームページをご確認
　ください

検索長崎県産酒愛飲キャンペーン

問合せ 県の物産ブランド推進課
☎095-895-2621

11月12日～ 25日は
「女性に対する暴力を
なくす運動」期間です

検索女性に対する暴力をなくす運動

DV（ドメスティック・バイオレンス）や性
犯罪、ストーカー行為、セクシュアル・ハ
ラスメントなどの暴力は、女性の人権を
侵害するものです。悩んでいる人がい
たら、相談窓口を知らせてください。

◎相談窓口
●長崎こども・女性・障害者支援
　センター
　☎095-846-0560
　月～金曜 9時～17時45分
●佐世保こども・女性・障害者支
　援センター
　☎0956-24-5125
　月～金曜 9時～17時45分
●男女共同参画推進センター
　「きらりあ」
　☎095-822-4730（一般相談）
　月～金曜 9時～17時
　☎095-825-9622（男性相談）
　第2、4水曜 18時～21時
※受付時間はいずれも土･日･祝日、
　年末年始除く

県内の水産加工品が大集合

検索ながさきの地産地消

問合せ 長崎県水産加工振興協会
☎095-850-3861

県内の水産加工業者による数量限定
の特売や模擬競りなど楽しいイベント
が盛りだくさんです。

①第21回水産加工まつりイン佐世保
●と　き／12月7日（土）～8日（日）
●ところ／佐世保駅みなと口側
　　　　　佐世保市青果市場横
　　　　　（佐世保市新港町）
②第57回長崎県水産加工振興祭
●と　き／12月13日（金）～15日（日）
●ところ／おくんち広場（長崎市元船町）

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

12月8日（日）
11時～16時

12月1日（日）
16時～19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
JR博多シティ
（福岡市博多区）

●相談窓口／県の交通事故相談所（県庁）
　　　　　　（長崎市尾上町）
　　　　　　☎095-824-1111
　　　　　　（内線：3776・3777）
●受付時間／月～金曜 9時～16時
　　　　　　（土･日･祝日、年末年始除く）

無料

交通事故相談
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。

また、県内各地での巡回相談も毎月開
催しています。

検索長崎県交通事故相談所

と　き と こ ろ

11月14日（木）
10時～16時
11月18日（月）
10時～16時

諫早市役所高城会館
（諫早市高城町）

県北振興局
（佐世保市木場田町）

介護の日のイベント
「いいね、いいまち、いい介護」

11月11日の介護の日に合わせ
て、介護の仕事のやりがいや
人と地域とのつながりの大切
さなどをテーマ
にしたイベントを
開催します。子ど
もからお年寄り
まで参加できる
レクリエーション
のほか、介護の資格を持つ人気お笑い
芸人による講演などがあります。
●と　き／11月17日（日）
　　　　　11時～16時30分
●ところ／県庁（長崎市尾上町）
●講　演／「お笑い×介護=笑顔!」
　　　　　講師:レギュラー

検索長崎　福祉のお仕事

問合せ （福）長崎県社会福祉協議会
☎095-846-8656

無料

みんなの交流フォーラム
～出会って・話して・参加して～

NPO、企業、行政などの交
流や協働をテーマに、講
演会やNPOの活動紹介な
どを行います。どなたでも
お気軽にご参加ください。

●と　き／11月25日（月）10時～16時
●ところ／県庁（長崎市尾上町）
●講　演／「人の想いがつくる地域の未来」
　　　　　講師:全国こども食堂支援
　　　　　　　センター･むすびえ
　　　　　　　 理事長:湯浅誠氏
●申　込／11月15日（金）まで
※詳しくはホームページをご覧ください

検索長崎　みんなの交流フォーラム

問合せ 県の県民協働課
☎095-895-2314

無料

ゆあさ まこと

おも

みんなで楽しくエコロジーシリーズ
｢野良仕事&食の道｣
～四立ての十割蕎麦打ち工房編～
蕎麦打ち体験などを通じて、旬の味を
満喫しながら、食の大切さや安全につ
いて考えてみませんか。
●と　き／12月7日（土）～8日（日）
　※12月8日（日）の蕎麦打ち体験のみ
　　の参加も可能
●ところ／西彼青年の家（西海市西海町）
●対　象／どなたでも
●参加費／大　人:2,100円
　　　　　子ども:1,900円
　※蕎麦打ち体験のみの場合500円
●申　込／11月27日（水）まで

検索西彼青年の家

問合せ 西彼青年の家
☎0959-32-1337

そ ば

女性で起業を考えている方や
既に起業し新たな事業を考えている方
などを対象としたセミナーの開催や相
談を受け付けています。

無料

女性の起業を応援します

検索長崎県　女性起業

問合せ ①県の男女参画･女性活躍推進室
☎095-822-4729
②ウーマンズジョブほっとステーション
☎095-842-5424

●申　込／いずれも開催日の3日前まで
※無料の託児サービスあり（予約制）

①女性のための1Day起業セミナー
これまでの仕事の経験や趣味など
を生かした自分らしい起業スタイ
ルを見つけませんか。
●と　き／12月12日（木）
　　　　　  13時30分～17時
●ところ／県庁（長崎市尾上町）
●内　容／先輩女性起業家による講

話やミニセミナー、交流
会、起業支援専門スタッ
フによる個別相談会

※スマートフォンやパソコンを使って
　インターネットでも受講できます
●定　員／30名（先着順）
②女性のための起業相談
豊富な実績を持つ専門スタッフが
起業や事業拡大に関する相談に応
じます。
●と　き／第2火曜、第3木曜
　　　　　いずれも13時～17時
●ところ／長崎県総合就業支援セ
　　　　　ンター（長崎市川口町）

個人事業税（第2期分）の
納期限は12月2日です

11月8日に納付書を発送します。お近
くの金融機関やコンビニエンスストア
などで納期内に納めましょう。納付
は、便利で安心かつ確実な口座振替が
おすすめです。なお、個人事業税は必
要経費に算入できます。詳しくは、最寄
りの振興局税務部（課）までお問合せ
ください。

検索長崎県　個人事業税

問合せ 各振興局税務担当課
長崎　☎095-822-3104
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

お知らせ

10月から11月までの2カ月間は「麻薬･
覚醒剤乱用防止運動月間」です。麻薬、
覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどは、私
たちの体に害をもたらす非常に危険な
薬物です。一人一人の力で違法な薬物
の乱用をなくしましょう。

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

問合せ 県の薬務行政室
☎095-895-2469

子どもを犯罪から守る
｢ながら見守り｣をお願いします

検索長崎県　児童生徒支援室

問合せ 県の児童生徒支援室
☎095-894-3339

｢ながら見守り｣は、誰でも気軽にでき
る防犯活動です。例えば、

など、日常生活の中で子どもたちを見
守りましょう。地域の様子に目を配る
ことで、子どもが被害者となる犯罪を
未然に防ぐことができます。

●買い物をしながら
●犬の散歩をしながら
●ウォーキングをしながら

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


