
28㊐ 犬猫の譲渡会 13：00～14：00 動物愛護
管理センター

他 飼い猫の持ち込みはお尋ねを。
問 ☎844-2961

31㊌
国際交流員による国際理解講座
〜�超話題のエゴマの葉論争って何？�
韓国人の恋愛観〜

18：30～19：30 長崎ブリックホール 問 国際課

9月 イベント 時間 場所 その他

6㊋
消費者市民力アップ講座
〜�スマホで加速する�
社会のキャッシュレス化〜

13：30～15：30 県庁
申 電話
問  県消費生活センター 

☎823-2781

8㊍ 多文化共生セミナー
〜国際結婚と離婚〜 14：30～15：30 長崎ブリックホール 問 国際課

17㊏
消費者市民力アップ講座
〜�消費者被害に遭う�
心理的要因〜

13：30～15：00 県庁
申 電話
問  県消費生活センター 

☎823-2781

24㊏、
10/22㊏、
11/26㊏、
12/24㊏

自然楽校
〜生き物観察など自然を体験しよう〜 10：30～11：30 長崎ペンギン水族館

対 幼児（要保護者）、小学生
定 15人
申 往復はがき
締 9/2㊎
問  ☎838-3131

10月 イベント 時間 場所 その他

2㊐
世界文化遺産
「北
ほっけいせいこう
渓井坑の地下遺構」講演会

10：00～12：00 市民会館

定 20人
申 往復はがきかメール
締 8/15㊊～9/15㊍ ※必着
問  令和高島未来塾 

☎080-3903-8805

各種相談 （相談日が土日祝日の場合は事前に確認を）

市民相談窓口（市役所本館1階）

● 市政 ・ 一般  ㊊～㊎ 8:45～17:30
● 交通事故  ㊊～㊎ 
 9:00～12:00/13:00～16:00
● 弁護士法律  ※ 人数制限あり
 ㊊・㊋・㊍ 13:00～16:00

● 国税  毎月5日
● 登記  ㊋
● 不動産  ㊎（第5㊎は除く）
● 住宅増改修・マンション管理  第2㊌

※  事前予約は前週㊊から電話か窓口で。
当日受付は11：30までに窓口で。

※  国税・登記・不動産・住宅増改修・マン
ション管理の相談時間は、13:00～
16:00（受付終了15:40）

829-1231 生活支援相談センター 
㊊～㊎ 9:00～17:00

生活の困りごと 828-0028

消費生活
消費者センター  10:00～17:00

（㊊休業。㊗の場合は直後の平日）

829-1234

子育てサポート課  
㊊～㊎ 8:45～17:30

子育てに関する悩み
822-8573
825-5624

コロナ禍の女性の悩み

女性相談サポートセンター
㊊～㊎ 9:00～17:00

0120-224-416犯罪被害者等支援
自治振興課  ㊊～㊎ 8:45～17:30

829-1211

人間関係の悩み
アマランス（配偶者暴力相談支援センター）
● 一般  
 毎日10:00～12:00/13:00～16:00
● 夜間 
 ㊌18:00～20:00
● 弁護士法律（要予約）
 ㊎13:00～16:00
● 心の健康（要予約）
 8/18㊍、9/1㊍13:00～16:00

826-4417
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8月 イベント 時間 場所 その他

〜8/31㊌
※㊊除く

木で工作をしよう！
〜ピンボールや車など〜

 9 :00～12:00
13:00～15:30 森林体験館

定 各20人
費 100～1,200円
申 同館ホームページか電話
問 ☎825-6705

〜8/31㊌
※㊊㊗休館

サステなひろば
〜エコ工作や環境に関する自由研究〜 10：00～18：00 サステナプラザ

ながさき

対 市内在住の小中学生
持 筆記用具
申 電話・FAX・メール
締 ２日前まで
問 ☎895-5541

19㊎
消費者市民力アップ講座
〜�地球温暖化を考える�
持続可能な社会を目指して〜

13：30～15：30 県庁
申 電話
問  県消費生活センター 

☎823-2781

20㊏
長崎おもちゃ病院
〜�壊れたおもちゃを、�
無料で診察・修理します〜

10：00～16：00
※受付14：00まで

上長崎地区
ふれあいセンター

費 部品代がかかる場合あり
問 廃棄物対策課

25㊍
国際交流員による国際理解講座
〜�勝てると思う？�
アメリカのゲームショーを紹介！〜

18：30～19：30 長崎ブリックホール 問 国際課

28㊐
アマランス講座
〜�男の料理！夏こそ食べたい！�
スパイス香る本格インドカレー〜

10：00～13：00 市民会館

対 男性
定 18人
費 1,400円  
持 エプロン、三角巾、手拭きタオル
申 市民会館ホームページ・電話・窓口
締 8/20㊏
他 無料託児（8/21㊐までに要申込） 
問 アマランス☎826-0018

新型コロナ対策のため、変更・中止、または施設が休館・業務縮小となる場合があります。

イベントカレンダー 対 対象  定 定員  費 費用  持 持参  申 申し込み  締 締め切り  他 その他  問 問い合わせ

詳細は市・各施設のホームページか
あじさいコール（☎822-8888）へ
健康・福祉、子育てに関するイベントは「暮らしのお知らせ（18〜20ページ）」をご覧ください。

学習 体験 その他スポーツ食文化

市ホームページ

新型コロナ対策のため、変更・中止、または施設が休館・業務縮小となる場合があります。

救急・災害情報

接種券や接種時期、集団接種の予約など

0120-095827
8:45～20:00（土日祝日を含む）

長崎市コールセンター

長崎市ワクチン接種
コールセンター

※ 一部の回線からは利用できない場合があります。

休日・夜間当番医案内

825-8199

0180-999-001
災害情報

0180-999-002
防災行政無線情報

あじさいコール 822-8888

よくある質問と回答は 長崎市FAQ

市役所の手続きやイベントなど、さまざまな
問い合わせにお答えします。専門的な内容
は担当課へおつなぎします。

指定避難所
開設・混雑情報 防災LINE

人口の動き

令和2年国勢調査に基づく
推計人口・世帯数を紹介

人口　399,913人
　　　（前月比-330人）

男　　184,372人
　　　（前月比-153人）

女　　215,541人
　　　（前月比-177人）

世帯　186,725世帯
　　　（前月比-36世帯）

令和4年7月1日現在
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長崎市
防災メール


