
健康・福祉

〈広告〉

講座名 期日 時間 場所 その他
ひきこもり家族学習会
｢家族の体験談を聞こう｣ 2/15㊌ 14:00〜16:00 市民会館 対  6カ月以上ひきこもり状態のかたの

家族　問 ①

こころの健康相談 2/16㊍ 9:00〜、10:00〜
11:00〜 市役所11階 相談室 対 心理相談を希望するかた(家族も可）

問 ①

家族介護教室

2/17㊎ 14:00〜15:30
三和公民館

対 市内在住で介護に関心のあるかた
定 20人　締 2/16㊍　問 ②

2/22㊌ 10:30〜11:45 対 市内在住で介護に関心のあるかた
定 20人　締 2/21㊋　問 ②

3/1㊌ 14:00〜15:15 野母地区公民館 対 市内在住で介護に関心のあるかた
定 20人　締 2/28㊋　問 ②

自死遺族のつどい 2/25㊏ 10:00〜12:00 市民会館 対 大切な人を自死で亡くしたかた
問 ①

肺年齢測定とたばこに関する
相談会 2/26㊐ 10:00〜12:00 小ヶ倉地区ふれあいセンター

対  市民（肺年齢測定は40歳以上）
定 12人　締 2/22㊌　問 ③

認知症の人と家族の会
(あじさい会)つどい 2/28㊋ 13:00〜15:00 もりまちハートセンター 問 ④

ヘルスアップひがし
｢歯に関する講話・運動」 2/28㊋ 13:30〜15:30 東部地区にこにこセンター

対 市民　定 30人　持 上履き
締 2/21㊋　問 ⑤

まちんなか在宅医療講座
｢長崎の在宅医療〜みんなで
支える医療と介護・あなたの
将来〜」

3/4㊏ 15:00〜17:00 緑が丘地区
ふれあいセンター

対 市民　定 50人
締 事前に　問 ⑥

まちんなかサロン
｢患者さんのための検査結果
の見方」

3/7㊋ 14:00〜16:00 メルカつきまち
対 市民　内 生活習慣病などの検査
データの見方を中心に学びます
定 30人　締 事前に　問 ⑥

お手軽ウオーキング（5.4km）
（深堀お江戸風情コース） 3/16㊍ 10:00〜12:00 南部市民センター集合 対 市民　定 20人

締 3/2㊍　問 ⑦

問い合わせ
①精神保健福祉相談室（☎829-1311）  ②南部地域包括支援センター（☎892-3124）
③健康づくり課（☎829-1154）  ④認知症の人と家族の会（☎845-2180）
⑤地域福祉課（東）（☎813-9001）  ⑥長崎市包括ケアまちんなかラウンジ（☎893-6621）
⑦あじさいコール（☎822-8888）

 いずれも参加無料。下の問い合わせ先に電話でお申し込みを。健康と福祉の講座・教室
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対 対象  日 日時  時 時間  所 場所  内 内容  テ テーマ  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

〈広告〉

春休み親子手話交流会

ろうあ協会長崎支部の皆さんと楽しく
ゲームをしながら手話を学んでみませ
んか。
対 小学校4〜6年生（親子でも可）
保護者が参加の場合のみ、小学校
1〜3年生のきょうだいも可

日 3 月25日㊏ 午前10時〜正午
所 もりまちハートセンター
定 40人
持 健康保険証
申 電話
締 3 月12日㊐

障害福祉課 ☎801-4202

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。

出張けん診
予約制 時（受付）8:30〜20:00（平日 17:15〜20:00、㊏㊐㊗は留守番電話対応）

持  健康保険証（特定健診は国民健康保険証と受診券）
申  けんしん予約センター（☎ 0120-611-711）
他 定員に達し次第、受付終了。最新のけん診予定は、市ホームページで。

日時 会場
国保 後期 がん検診 予約受付
特
定
健
診

健
康
診
査

大
腸

前
立
腺

開
始
日

終
了
日

3/16㊍
10:00〜11:30

勤労福祉会館 ○ ○ ○ ○ 2/13㊊ 2/21㊋
13:30〜15:00

3/17㊎
9:45〜11:45

浦上駅前ふれあいセンター ○ ○ ○ ○ 2/14㊋ 2/22㊌
13:45〜15:00

高次脳機能障害で
お困りではありませんか

アプリで楽しく健康づくりを！

脳卒中や交通事故などで脳にダメー
ジを負った後、次のような症状が現れ
て困っていませんか？
「物忘れや新しいことが覚えられない」
「ミスが多くなった」
「怒りやすい」など。
もしかしたら高次脳機能障害が原因か
もしれません。

「ながさき健康づくりアプリ」は、歩
数・体重・血圧などの健康情報の入
力や健康イベントなどへ参加すると
ポイントが貯まります。貯まったポイ
ントを利用して、県産品が当たる抽
選会への応募や県内のさまざまな店

精神保健福祉相談室 ☎829-1311

健康づくり課 ☎829-1154

障害が外見上は目立たないことから、
適切な配慮がされにくいという特徴
があります。
一人で悩まず、まずはご相談くださ
い。

NEW !

舗でサービスを受けられます。
また、アプリの初回ダウンロードで
ポイントがもらえます。

詳しくはこちら▶︎
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〈広告〉

子育て

市子ども会育成連合会の
説明会

市子ども会育成連合会は、地域で活
動する市内の子ども会の集まりです。
活動内容や加入方法、加入のメリット
などを説明します。
対 地域の子ども会関係者
これから子ども会を立ち上げようと
する地域のかた

日 2月25日㊏
午前10時〜11時30分

所 市役所多目的スペース
他  一時保育希望のかたは2月14日㊋
までに要相談

こどもみらい課 ☎825-1949

子育て世帯生活支援
特別給付金

新型コロナの影響で、物価高騰などに
直面する低所得の子育て世帯に対し、
給付金を支給しています。
締 2月28日㊋
詳しくはイーカオで

こども政策課 ☎829-1270

講座名 対象 期日 時間 場所 定員 期限 その他

むし歯予防教室
歯の生え始め〜1
歳6カ月未満児と
保護者

2/22㊌ 10:00〜11:30 こども健康室 10組 2/20㊊ 持 バスタオル　問 ①

両親学級
第1子妊娠中（34
週未満）のかたと
パートナー

2/25㊏   9:45〜11:30 こども健康室 20組 2/15㊌ 問 ②

3/5㊐ 10:00〜12:00 東部地区にこにこセンター 10組 2/27㊊ 問 ③

離乳食教室 4〜9カ月未満児
の保護者 3/2㊍ 13:00〜14:30 浦上駅前ふれあいセンター 6人 2/23㊗ 持 エプロン、三角巾、

手拭きタオル
問 ②離乳＆幼児食教室 9カ月〜2歳未満

児の保護者 3/9㊍ 13:00〜14:30 桜馬場地区ふれあいセンター 15人 3/2㊍

ツインズ広場
4歳未満の双子以
上の保護者か妊娠
中のかた

3/2㊍ 10:30〜11:45 こども健康室 − 2/27㊊ 申 市ホームページ、電話
問 ④

あつまれ♪
はじめてママ

第1子(2〜5カ月）
と母親

3/8〜
29の㊌
※全4回

10:00〜12:00 アマランス 10組 2/27㊊
費 1,045円（テキスト代）
申  電話・はがき・メール
問 ⑤

問い合わせ
①口腔保健支援センター（☎829-1436）  ②あじさいコール（☎822-8888）
③地域福祉課（東）（☎813-9001）  ④地域福祉課（中央）（☎829-1429）
⑤子育てサポート課（☎829-1255）

子育て講座・教室 当日は母子健康手帳を持参ください。

親子の心の相談

日  小児科相談……2月15日㊌
　　　　　　　午後2時〜5時
精神保健相談…3月9日㊍
　　　　　　　午後2時〜4時

所  子育てサポート課
定 小児科相談　　3組
精神保健相談　2組

申 電話
他  オンライン相談可

子育てサポート課 ☎829-1255

子育て応援情報サイト
「イーカオ」

子育て世帯の強い味方！
イベントや相談窓口など
を掲載してますよ。

イーカオ
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〈広告〉

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。

対 対象  日 日時  時 時間  所 場所  内 内容  テ テーマ  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

お知らせ 文化・教育 スポーツ 平和 まちづくり 税 暮らし その他

3月31日必着！
妊婦生活支援特別給付金

新型コロナの影響で、物価高騰に直
面する妊婦に対し、市独自で給付金
を給付しています。まだ申請をしてい
ないかたは期限までに申請を。
対 次のすべてを満たすかた
・ 昨年4月1日から3月31日までに
妊娠届出を行った（長崎市以外
の自治体に提出した場合も含む）
・ 妊娠届出から出産前までに一時
期でも長崎市の住民基本台帳に
登録があった
・ 市に給付金の申請を行った日に長
崎市の住民基本台帳に登録があ
る

子育てサポート課 ☎829-1255

母子健康手帳の
休日・夜間交付

日 ①2月11日㊗  午前9時〜午後5時
②2月28日㊋  午後5時30分〜7時
※日中も交付しています

所 子育てサポート課
申  市のホームページか
電話

他 ①は原則予約制

子育てサポート課 ☎829-1255

食物アレルギー座談会

食物アレルギーがある子を育てている
保護者の集まりです。保護者同士で情
報を交換しませんか。
対 食物アレルギーがある子の保護者
日 2月14日㊋ 午前10時〜11時30分
所 こども健康室
申 電話　締 2 月13日㊊

あじさいコール ☎822-8888

自治総合センターの助成金を活用し、
中里町自治会がコミュニティ活動で
使用する放送設備を購入しました。
宝くじの収益金は明るく住みよいま
ちづくりのために活用されています。
宝くじは、県内の宝くじ売り場でお求
めください。

宝くじの助成金を活用

自治振興課 ☎829-1134

総合プールと
神の島プールの休場日

スポーツ振興課 ☎824-3728
◆総合プール
日 毎週㊋
2月17日㊎ 午後 5時〜50mプー
ル利用不可
2月18日㊏・19日㊐ 終日全館利用
不可

問 総合プール（☎ 845-1212）
◆神の島プール
日 毎週㊌ 
問 神の島プール
（☎865-２250）

申  子育て応援情報サイト「イーカオ」
や地域センターなどにある申請書
と必要書類を提出。

締 3 月31日㊎ ※必着

給付額給付額　　5万円5万円

住民情報課 ☎829-1137
通常、国民年金保険料の口座振替は
翌月末ですが、当月末の振替とする
ことで割引になる「早割」があります。
さらに、口座振替で前納（6カ月分、
1年分、2年分）した場合は割引額
が多くなり、大変お得です。また、現
金・クレジットカード納付の場合も、
前納すると割引されます。口座振替と
クレジットカード納付での前納の申し
込み受け付けは2月末まで。
問 長崎南年金事務所
（☎ 825-8705）

国民年金保険料を
お得に納付
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〈広告〉

市役所新庁舎に
マイボトル用冷水器を設置！

350〜500ml 程度のマイボトル持参で、
どなたでも無料で利用できます。
◆SDGs に貢献！
ペットボトルの使用量を削減できます。

◆非接触で衛生的！
センサー式だからマイボトルを置くだけ
で自動給水できます。

◆バリアフリー対応！
ユニバーサルデザインで車いすのかたも
無理なくお使いいただけます。

【設置場所】
市役所 1階（ATMコーナーの隣り）

上下水道局総務課 ☎829-1203

次のポイントに注意して、火の用心に
努めましょう。
◆4つの習慣
◦　 寝たばこはしない、させない
◦　 ストーブの周りに燃えやすいも
のを置かない

◦　 こんろを使うときは、火のそばを
離れない

◦　 コンセントはほこりを清掃し、不
必要なプラグは抜く

◆6つの対策
◦　 ストーブやこんろなどは、安全装

置の付いた機器を使用
◦　 住宅用火災警報器を定期的に点
検し、10年を目安に交換

◦　 火災の拡大を防ぐために、部屋
を整理整頓し、カーテンなどは
防炎品を使用

◦　 消火器などを設置し、使い方を
確認

◦　避難経路と避難方法を確保
◦　 防火防災訓練への参加などによ
り、地域ぐるみで防火対策

◆長崎市グループホーム火災から10年
平成25年2月8日に発生し、死者5名
を出した「グループホームベルハウス
東山手」火災から10年が経ちました。
このような火災を二度と発生させな
いため、消防、建築、福祉の関係部
局が連携して、福祉施設への合同立
入検査や消防訓練を実施しています。
この火災から得た教訓を風化させる
ことなく、引き続き火災予防に取り組
んでいきます。

3/1〜3/7
春季火災予防運動

予防課 ☎822-0429
休日にマイナンバーカードの交付、電
子証明書の更新などの受け付けを地
域センターで行います。
対「マイナンバーカード交付通知書・
電子証明書発行通知書」が届いて
いるかた、電子証明書の更新対象
（電子証明書の有効期限が 3カ月
未満）のかた

申 交付は市ホームページか
専用ダイヤル（☎829-17
98）で予約を。

マイナンバーカードの
休日交付など

住民情報課 ☎829-1424

地域センター 期日 時間 予約期限
中央 3/12㊐ 8：45～

16：30 3/3㊎

西浦上

3/12㊐

9：40～
17：40

3/3㊎東長崎
9：00～
17：00三和

琴海

マイナンバーカードの申請受付を地
域センターと地区事務所で行ってい
ますので早めの申請を。申請に必要
な顔写真は無料で撮影をします。

マイナンバーカード
申請受付実施中

住民情報課 ☎829-1424

市民会館に3月 31日㊎まで設置し
ています。交付には予約が必要です。
問  市ホームページか
専用ダイヤル
（☎829-1798）

マイナンバーカード
臨時交付窓口設置中！
住民情報課 ☎829-1424

地域センターでの申請方法▶
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対 対象  日 日時  時 時間  所 場所  内 内容  テ テーマ  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

〈広告〉

防災行政無線戸別受信機の
有償譲渡募集

自宅に防災行政無線情報を聞くことが
できる戸別受信機を備えませんか？
申  随時受け付けます。
防災危機管理室へお問い合わせを。

費  1万9,250 円（文字表示機能付き
は3万4,100円）

他  無償貸与制度もあります。
詳しくは、市ホームページか電話で。

防災危機管理室 ☎822-0480

長崎伝習所「塾」
企画審査会

日 2月11日㊏
所 アマランス
他  応募された企画の審査
を見学できます

市民協働推進室 ☎829-1125

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。

Jアラートの試験放送を
防災行政無線で行います

緊急情報を防災行政無線などで発
信するシステムの動作確認のため、
試験放送を行います。
日 2 月15日㊌
午前11時ごろ

防災危機管理室 ☎822-0480
自分で釣ったふぐ・譲ったふぐが原因
で重症事例や死亡事例が発生してい
ます！！ふぐを自ら調理することは非常
に危険です。釣ったふぐの処理は、ふ
ぐを取り扱う資格を持つかたに依頼し
てください。
有毒部位を食べるとどうなるの？
食後20分から3時間程度の短時間で、
しびれやまひ症状が現れます。まひ症
状は口唇から四肢、全身に広がり、呼
吸困難で死亡することもあります。

ふぐによる食中毒を
予防しましょう！

生活衛生課 ☎829-1155

「生活援助サービス従業者養成と
現任者研修」受講生募集

高齢者すこやか支援課 ☎829-1146
ヘルパーなどの資格がなくても2日
間の研修を受講することで、サービス
提供事業所で「掃除・買い物・調理・
洗濯」などの仕事に従事できます。本
研修の修了者も現任研修として再度
受講できます。
対 16歳以上の市民（高校生を除く）
日 2月27日㊊・28日㊋
午前10時〜午後4時 ※全2回

所  アマランス
定 60人　費 無料　持 昼食
申 あじさいコール、市ホームページ
締 2月21日㊋

長崎市地球温暖化
防止活動推進員の募集

ゼロカーボンシティ推進室 ☎829-1251
市民の環境活動のリーダーとして積極
的・自主的に活動する推進員を募集。
対 次のすべてを満たすかた
①市内で活動できる
②満18歳以上（高校生を除く）

日  (任期）4月1日㊏〜令和8年3月31
日㊋

申  市ホームページ、ゼロカーボンシティ
推進室、サステナプラザながさきに
ある応募用紙を提出

締 2月28日㊋

大募集 文化・教育 スポーツ 平和 まちづくり 税 暮らし その他

ご意見を募集します
（パブリックコメント）

生活衛生課 ☎829-1155
対  市内在住か、通勤・通学しているか
た、納税義務者、本件に利害関係の
あるかた

所  生活衛生課、市政資料コーナー、
地域センター、市ホームページな
どで確認できます。

内  令和 5年度長崎市食品衛生監視
指導計画（案）

締 3月3日㊎
他  閲覧場所、市ホームページにある
意見記入用紙を提出。FAXか市
ホームページでも可。

詳しくはこちら▶︎
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農業委員と農地利用
最適化推進委員の募集

農業委員会事務局 ☎820-６５６１
いずれも、
申  ホームページ、農業委員会事務局、
地域センターなどにある申込書を
長崎市農業委員会事務局（〒850-
8685 魚の町4-1）へ持参か郵送。

締 2 月28日㊋
◆農業委員
対  農業に関する識見を有し、農地など
の利用の最適化の推進に関する事
項その他の農業委員会の所掌に属
する事項に関し、その職務を適切に
行うことができるかた

日  (任期）7月20日㊍〜令和8年7月19
日㊐

定  19 人（うち１人は農業者でなく、か
つ利害関係のないかた）

◆農地利用最適化推進委員
対  農地等の利用の最適化の推進に熱
意と識見を有し、担当区域で活動で
きるかた

日   (任期）7月20日以降の農業委員会
から委嘱を受けた日〜令和8年7月
19日㊐

定  24 人

市民活動センター「ランタナ」
事務室利用団体募集

市民協働推進室 ☎829-1125
対  営利を目的としない、公益的な市民
活動をする団体 ※市民活動セン
ターへの団体登録が必要です。
部屋 広さ 月額使用料
1号室 11㎡ 10,371円
2号室 13㎡ 12,257円
3号室 14㎡ 13,200円
5号室 16㎡ 15,085円

※ 月額使用料には、光熱水費・イン
ターネットプロバイダ料を含む

申 ランタナなどにある申請書を持参
締 4月14日㊎ ※必着
他  5 月中旬に公開プレゼンテーション
方式による審査会を実施します。

農業センター ☎８３０-１１２４

対  年間を通じて管理できる市民
日 ４月１日〜来年３月31日
※継続も可

申  入園希望の市民農園名、住
所、氏名、電話番号を書いて、
各申込先の「市民農園」係へ
はがきかファックスで。

名称 場所 募集区画 入園料 申し込み先
平山
市民農園

平山町バス停
から徒歩5分

20区画
（1区画約20㎡）3,000円

農業センター
(〒851-0113 戸石町34-2)
☎・FAX830-1124

琴海赤水
ふれあい
農園

西海町・県民の森
入口から車で
15分

15区画
（1区画約30㎡）  5,000円

三重
市民農園

三重漁港から車
で10分

60区画
（1区画30㎡） 5,000円

高島
市民農園

高島ターミナル
から徒歩で20分

一般15区画
特別8区画

（1区画30㎡）
200円

高島地域センター
(〒851-1315 高島町1728-1)
☎ 896-3110
FAX 896-2316

芸術文化活動助成事業募集

文化振興課 ☎829-1235
来年3月31日までに市内で開催され
る舞台芸術や美術に関する催しなど
の活動経費の一部を助成。
対 次のすべてを満たす団体
・ 舞台芸術か美術についての継続的
な活動を行うか、鑑賞事業を行う
・ 市内に事務所と主な活動拠点が
ある
・ 令和4年度に助成を受けていない

費  (対象経費）会場使用料、舞台制作
費など
（限度額）30万円（対象経費のうち
収入を差し引いた額の2分の1の額） 
※分野の異なる団体が共同して行
う事業の場合は50万円

申 「ながさき文化のひろば」ホームペー
ジ、文化振興課、地域センター（中
央を除く）、公民館、ふれあいセン
ターにある助成金交付要望書を提
出。

締 2 月20日㊊ ※必着

市民プール
春季水泳教室参加者募集
スポーツ振興課 ☎824-3728

所  総合プール、神の島プール
問 総合プール（☎ 845-1212）
神の島プール（☎ 865-2250）

総合
プール

神の島
プール

市民農園市民農園
入園者募集入園者募集
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対 対象  日 日時  時 時間  所 場所  内 内容  テ テーマ  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

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。

日本のフォー
クシンガーの
草分け的存
在である高
田渡氏は、ギ
ターとカメラ
を持ち歩き、
日常の風景
や仲間たちを撮り続けました。貧しさや
世相をユーモアと悲哀で表現した彼の
歌のように、華やかではないけれど、
人々の何気ない暮らしが映し出された
写真集です。

今月のおすすめ本

「高田渡の視線の先に 写真擬1972-
1979」
高田　渡／撮影　高田　漣／文
リットーミュージック

定期上映会
「ビューティフル・マインド」

日 2月17日㊎ 午後2時〜4時15分
　　　　　午後5時〜7時15分
2月20日㊊ 午後2時〜4時15分

定 各60人　申 1階カウンター、メール

図書館俳句ポスト
2月の季語（お題）「猫の恋」
申 1階カウンター
締 2月27日㊊

図書館で和の芸を楽しむ
出演：林家きく麿（落語家・真打）
　　　浜ノ磯丸（長崎あざみ落語会）
日 2月19日㊐ 午後2時〜3時50分
定 80人
申 1階・2階カウンター、メール

問い合わせ
市立図書館　☎829-4946

図書館の催し　いずれも、費 無料

岡田甲子男記念奨学財団
奨学生募集

大学生（大学院含む）・短大生
（高等専門学校生含む）・専修生
で貸与月額は5万円（高等専門
学校生1〜3年は3万円）。申し込
みは2月22日㊌〜4月24日㊊
問 岡田甲子男記念奨学財団
　（☎ 0956-24-0011）

事業者のかたへの案内
国税局・税務署では、毎月「イン
ボイス制度説明会」、「登録申請
相談会」を開催しています。
詳しくは、福岡国税局のホーム
ページで。
問  長崎税務署（☎822-4231）

まちあるき双六大会
和華蘭まち長崎〜海と灯台がお
りなす歴史のまち伊王島！〜
日  3月26日㊐
午前9時30分〜午後1時

所 （集合）伊王島小・中学校
問  ながさき双六の会
（☎090-6776-4569）

みんなの食堂
生活に困っているかたへ、食事
や食料品、日用品を提供。法律・
医療・不登校など生活に関す
る相談も受け付けています。
日 3月5日㊐
正午〜午後2時30分

所 西坂公園
問  長崎おとな食堂実行委員会
鳥巣氏
（☎090-9488-7931）

他  雨天時は日本二十六聖人記
念館へ。

まち
かど

公用車に広告を
掲載しませんか

経理課 ☎829-1204
多くの人の目に触れるため、宣伝効
果が期待できますよ！
対 法人と個人事業主
費  月額 3,410円（税込）
他  詳しくはお尋ねを。

無農薬・有機栽培の野菜作りをはじ
めとした畑全体の管理をします。
対 土いじりが好きなかた
日 月1回の主に㊐
午前10時〜午後3時

所 市民の森
費 年会費4,000円
申  森林体験館
ホームページ

締 2月19日㊐

畑クラブ会員募集

森林体験館 ☎825-6705
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