
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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長崎県勤労福祉会館を
ご利用ください

会議や研修、講演会、サークル活動な
どで利用できる講堂や会議室、多目的
室などがあります。
●所  在  地／長崎市桜町9-6
●開館時間／9時～21時
　※12月29日～1月3日を除く
　※1月4日から利用料金を改定予定

検 索長崎県勤労福祉会館

問合せ 長崎県勤労福祉会館
☎095-821-1456

県の広報課
☎095-895-2021

1月10日は｢110番の日｣です

急な対応を必要としない相談などで
110番通報すると、緊急の事件や事故へ
の対応が遅れる原因にもつながります。
緊急性の無い場合は相談専用ダイヤル

「#9110」へ、また落とし物や各種問い
合わせは各警察署へご連絡ください。
※1月10日（金）に、かもめ広場（長崎市
　尾上町）や各警察署でキャンペーン
　を行います

検 索長崎県警察

問合せ 県警察本部通信指令課
☎095-820-0110

「SmartNews」で県の公式
情報を配信中!

県のホームページやSNSから
のえりすぐりの情報をスマートフォン
向けニュースアプリ「SmartNews」で
配信しています。下記のQRコードから
アプリをダウンロードすると、トップ
チャンネルの横に長崎県のタブが表
示されます。ぜひご利用ください。

検 索長崎県 スマートニュース

問合せ

長崎県保育人材求人求職
サイト「保いっぷ」

保育士･子育て支援員の求職票の登録
や面接の申し込みなどが、パソコン･ス
マートフォンで手軽にできます。研修
情報も掲載していますの
で、ぜひご利用ください。

検 索保いっぷ

問合せ 長崎県保育士･保育所支援センター
☎095-894-5801

県営住宅の入居者募集

募集住宅の一覧表を1月17日（金）から
県住宅供給公社、県庁、長崎･県央･県
北の各振興局などで配布します。
●申　込／1月31日（金）～2月3日（月）
　　　　　9時30分～17時
　　　　　（佐世保地区は9時～17時）
※各地区事務所で受付、申込多数の場
　合は抽選。郵送の場合、1月24日（金）
　消印有効

検 索長崎県営住宅

問合せ

県住宅供給公社　☎095-823-3050
佐世保事務所　　☎0956-22-9612
諫早事務所　　　☎0957-26-9053
大村事務所　　　☎0957-52-6825

行きたい ! 住みたい !長崎
魅力百景フォトコンテスト

あなたが「行きたい」「住みたい」と思う
長崎県のまちの美しい自然や四季折々
の風景を収めた写真を募集します。
●締　切／7月31日（金）まで

検索長崎魅力百景フォトコンテスト

問合せ 県の都市政策課
☎095-894-3031

第5回ながさきサンセット
ロードフォトコンテスト

ながさきサンセットロー
ドの周辺エリア内で撮っ
た四季が織りなす多彩
な写真を募集します。
●締　切／ 8月31日（月）まで

検 索ながさきサンセットロード フォトコンテスト

問合せ 県の道路維持課
☎095-894-3143

問合せ ☎0959-32-1337

西彼青年の家イベント
①西彼青年の家収穫祭
　「自然の恵みを食す」
みんなで育てた芋や大豆で豆腐やお
菓子などを作ります。
●と　き／1月19日（日）
●ところ／西彼青年の家
●対　象／どなたでも
●料　金／500円
●申　込／1月12日（日）まで

②第7回西彼青年の家杯
　スポーツチャンバラin西海
軟らかい剣とアクリル製の防具を使いま
す。初めての方でも気軽に楽しめます。
●と　き／2月16日（日）
●ところ／西彼青年の家
●対　象／小学生
●料　金／300円
　　　　　※前日の練習にも参加し、
　　　　　　宿泊する場合は2,310円
●申　込／2月9日（日）まで

検 索西彼青年の家

お知らせ

募　集

無料

第6回ながさき
サインフォーラムin佐世保

景観の良いまちづくりを進める
ため、身近にある屋外広告物をテーマ
としたフォーラムを開催します。
●と　き／1月17日（金）13時～17時
●ところ／アルカスSASEBO
　　　　　（佐世保市三浦町）
●対　象／どなたでも
　　　　　※要事前申込（先着順100名）

検 索ながさきサインフォーラム

問合せ 県の都市政策課
☎095-894-3151

検 索長崎県子ども県展

問合せ 県の学芸文化課
☎095-894-3385

第65回｢子ども県展｣

と　き と こ ろ

無料県内の小･中学生の応募作品の
うち、特別賞と特選に輝いた美術作品
を展示します。

1月21日（火）
   ～26日（日）

2月12日（水）
   ～16日（日）

2月21日（金）
   ～25日（火）

佐世保市博物館
島瀬美術センター　

（佐世保市島瀬町）

長崎県美術館
（長崎市出島町）

壱岐の島ホール
（壱岐市郷ノ浦町）

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。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。

1月26日（日）
10時～17時

2月1日（土）
11時30分～16時30分

AP東京八重洲
（東京都中央区）

東京ビッグサイト
（東京都江東区）

検 索長崎県すこやか長寿財団

問合せ （公財）長崎県すこやか長寿財団
☎095-847-5212

長崎県高齢者いきいき
フォーラム県民大会

無料

無料

高齢者が生きがいを持って活
躍 で き る 社 会 を 目 指 し、
フォーラムを開催します。
●と　き／1月31日(金)13時～16時30分
●ところ／アルカスSASEBO
　　　　　（佐世保市三浦町）
●内　容／地域貢献活動団体の表彰、

84歳のデジタルクリエイ
ター若宮正子氏による基
調講演、地域文化伝承活
動発表

※要事前申込（先着順500名）

検 索長崎県選抜作家美術展

問合せ 県展事務局（長崎県美術館内）
☎095-825-6058

県内最高峰の美術展
第15回長崎県選抜作家美術展

と　き と こ ろ

本県を代表する作家の作品（洋画･書･
工芸･日本画･彫刻の5部門）を展示し
ます。

●料　金／中学生以下　無料
　　　　　高校生以上 400円
　　　　　70歳以上　300円

1月9日（木）
～19日（日）

1月22日（水）
   ～26日（日）

佐世保市博物館
島瀬美術センター

（佐世保市島瀬町）

長崎県美術館
（長崎市出島町）

検 索ながさき女性活躍

第5回ながさき女性活躍
推進企業等表彰

問合せ ながさき女性活躍推進会議事務局
☎095-822-0245

無料女性の活躍に取り組む企業等
を表彰します。ライフネット生命保険
株式会社の創業者 出口治明氏による
講演もあります。
●と　き／1月22日（水） 13時30分～
●ところ／メルカつきまち
　　　　　（長崎市築町）
●講　演／組織マネジメントの極意
　　　　　～鍵を握るのは女性の活躍～
　　　　　講師：出口治明氏
　　　　　（立命館アジア太平洋大学 学長）
●定　員／200名（先着順）
●申　込／1月14日（火）まで

で ぐち はる あき

催しもの

第20回長崎県障害者
スポーツ大会の参加者募集

無料

検 索長崎県障害者スポーツ協会

問合せ （一社）長崎県障害者スポーツ協会
☎095-894-9686

全国障害者スポーツ大会の予選を兼ね
て行います。初めての方も大歓迎です。
●と　き／5月31日（日）
●ところ／県立総合運動公園ほか6会場
●対　象／令和2年4月1日現在13歳以

上の方で県内に居住し、身
体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳
のいずれかの交付を受け
た方など

●種　目／陸上、水泳、卓球、サウンド
テーブルテニス、アーチェ
リー、ボウリング、フライン
グディスク、ユニカール、
ボッチャ

●申　込／2月14日（金）まで
　　　　　※お住まいの市町担当課へ
　　　　　　参加申込書を提出

ほ

スマート ニュース

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

わか みや まさ こ


