
2月 イベント 時間 場所 その他

4㊏ 上級救命講習   9：00～18：00 南消防署
対  市内・時津町・長与町に在住か、通勤・
通学しているかた  定 15人

申 電話  締 2/3㊎  問 ☎879-6119

4㊏・5㊐ スターシップフェスタ
ワクワクサイエンスまつり 10：00～16：00 科学館 費 無料  問 ☎842-0505

5㊐ G7長崎保健大臣会合100日前
フォーラム〜ながさき健康宣言！〜 12：30～16：00 出島メッセ長崎 問 G7長崎保健大臣会合推進協議会

☎895-2091

8㊌ 令和4年度長崎市地域おこし協力隊
活動報告会 15：30～17：30 市民利用会議室

（新市庁舎2階）
対 市民  定 50人
問 琴海地域センター

11㊗ ダンスワークショップ
〜コンテンポラリーダンス〜

①小・中学生
10：30～12：00
②高校生以上
13：30～15：00

長崎ブリックホール

定 各20人  費 500円  持 上履き
申 「ながさき文化のひろば」ホームページ  
締 1/23㊊ ※必着
問 文化振興課 ☎842-3782
※1/23以降 ☎829-1235

18㊏ 頂上を目指して（トレッキング）
〜科学館から岩屋山へ〜   9：00～16：00 科学館集合

定 10組30人  費 500円  持 弁当
申 日吉自然の家ホームページ・往復はがき
締 1/28㊏
他  雨天時は2/23㊗に延期。小学生以下
は保護者同伴。中高生は要承諾書。

問 日吉自然の家 ☎824-5017

18㊏ 魚のおろし方教室 10：00～12：30 南公民館
対 学生か子育て中のかた  定 16人  費 200円
申 市ホームページ・窓口・往復はがき
締 1/28㊏ ※必着  問 ☎825-0295

18㊏ 遠藤周作文学館　文学講座 13：30～15：30 遠藤周作文学館 定 40人  費 無料  申 電話
締 2/10㊎  問 ☎0959-37-6011

19㊐ 落葉樹の剪定教室   9：30～12：00 植木センター
対 20歳以上のかた  定 30人  費 無料 
申 窓口・往復はがき  締 2/10㊎
問 ☎837-8182

26㊐ 遠藤周作が愛した外海de
クラシックコンサート 14：00～15：10 出津地区

ふれあいセンター

定 60人  費 500円  
申 「ながさき文化のひろば」ホームページ
締 2/10㊎  問 文化振興課 ☎842-3782
※1/23以降 ☎829-1235

3月 イベント 時間 場所 その他

4㊏・5㊐ ジャンプアップキャンプ
〜色んな学校の友達を作ろう〜

4㊏11：00～
5㊐11：00　 日吉自然の家・周辺

対 小学3～6年生  定 30人  費 2,500円  
申 日吉自然の家ホームページ・往復はがき
締 1/28㊏ ※必着
問 日吉自然の家 ☎824-5017

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（新市庁舎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  ㊊・㊋・㊍ 
● 国税  毎月5日・第3㊌
● 登記  ㊋
● 不動産  ㊎（第5㊎は除く）
● 住宅増改修・マンション管理  第2㊌
※  相談時間は13:00～16:00
※  事前予約は前週㊊から電話か窓口で。

弁護士法律の当日受付は11:30までに
窓口で。弁護士法律以外の当日受付は
15:40までに窓口で。

※  事前予約、当日受付とも定員あり

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
 （1/21、22を除く）
● 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）
 1/19㊍、2/2㊍ 13:00～16:00

826-4417
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1月 イベント 時間 場所 その他

12㊍ 多文化共生セミナー
〜帰化の手続き（日本国籍の取得）〜 14：30～15：30 長崎ブリックホール

他  個別相談可（14：30～16：30） 
英語・韓国語での相談は事前に連絡を

問 国際課

17㊋ ラウンジコンサート 19：00～21：00 長崎ブリックホール 費 無料  問 ☎842-2002

21㊏ カレンダー市2023
〜あなたもできる国際協力〜 10：00～17：00 長崎大学 問  長崎県国際交流協会 

　 ☎823-3931

21㊏
長崎市×長崎県宅地建物取引業協会
共催市民講座
〜賃貸トラブル防止セミナー〜

14：00～15：30 メルカつきまち
対 市内在住か、通勤・通学しているかた
定 80人  申 市ホームページ・電話
締 1/13㊎  問 あじさいコール

22㊐ 出島少年伝習所 13：30～16：50 出島

対  小学生（小学3年生以下は要保護者
同伴）

定 30人
費 小学生1,000円、保護者2,000円  
申 出島公式ホームページ  締 1/13㊎
問 出島運営管理事務所 ☎826-0330

23㊊
国際理解講座
〜意外や意外？アメリカの子どもに人気
のおもちゃ〜

18：30～19：30 長崎ブリックホール 問 国際課

27㊎
〜29㊐
2/3㊎
〜5㊐

長崎文化横丁 in 築町市場

㊎・㊏
17：00～23：00
㊐
16：00～22：00

築町市場 問 長崎文化放送 ☎843-7003

31㊋
国際理解講座
〜次世代の韓流を目指す！韓国のマンガ
とアニメーションの歴史〜

18：30～19：30 長崎ブリックホール 問 国際課

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（20〜23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　398,357人
　　　（前月比-239人）

男　　183,730人
　　　（前月比-54人）

女　　214,627人
　　　（前月比-185人）

世帯　186,421世帯
　　　（前月比-7世帯）

令和4年12月1日現在
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長崎市
防災メール


