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　「家族と向き合う。いのちと向き合
う。」を大会テーマとして開催します。
▶日時／9月15日（金）
　　　　午後2時30分～4時45分
▶場所／県立文学館講堂（甲府市）
▶内容／講演「現代社会の貧困と生き
　づらさ－家族が抱える様々な問題と
　解決策－」（講師：NPO法人ほっとプ
　ラス代表理事 藤田孝典氏）、民間団
　体・県の取り組み紹介など
※入場無料、申し込み不要
●問い合わせ先／障害福祉課
  3055-223-1495 5055-223-1464

自殺予防推進大会

検 索山梨　自殺予防推進大会

　障害者の社会参加促進と、県民の障
害者への理解を、さらに深めていくた
め、開催します。
▶日時／9月1日（金）午前10時～午後5時
　　　　9月2日（土）午前10時～午後4時
▶場所／県防災新館1階
　　　　「やまなしプラザ」（甲府市）
▶内容／芸術舞台・音楽・演劇発表、物
　品販売、盲導犬との触れ合い、コンサ
　ート、手話体験講座など
●問い合わせ先／障害福祉課
  3055-223-1461 5055-223-1464

第4回山梨県障害者芸術・
文化祭

　食の安全・安心や食育に対する知識
や理解を深めるため、開催します。
▶開催日／9月12日（火）
　　　　　午後1時30分～4時20分
▶場所／かいてらす（甲府市）
▶内容／講演「食のリスクって何だろう？
　－私たちの健康と食の関係は－」（講
　師：NPO法人食品保健科学情報交流
　協議会理事長 関澤純氏）、優良活動
　表彰、活動事例発表など
▶申し込み／電話、ファクス
●問い合わせ先／消費生活安全課
  3055-223-1588 5055-223-1320

やまなし食の安全・食育
推進大会

検 索山梨　食の安全　大会

下水道まつり
　下水道の仕組みなどを楽しく学び、下
水道への理解、関心を深めるためのイ
ベントです。
▶日時／9月9日（土）
　　　　午前10時～午後2時
▶場所／釜無川浄化センター（富士川町）
▶内容／施設見学会、水質実験、お楽し
　み抽選会、来場記念品配布など
※入場無料、申し込み不要
●問い合わせ先／下水道室
  3055-223-1725 5055-223-1729
　（公財）山梨県下水道公社
  3・5055-263-2738

検 索山梨　下水道まつり

合同不動産公売を実施
　地方税滞納者から差し押さえた土地
や建物の入札公売を実施します。
▶日時／9月12日（火）
　　　　午後1時30分～2時
▶場所／東八代合同庁舎（笛吹市）
▶参加資格／滞納者本人などを除き
　どなたでも参加できますが、事前に
　公売保証金の納付などが必要です。
●問い合わせ先／総合県税事務所
  3055-261-9120 5055-261-9127

検 索山梨　合同公売

富士ふれあいの村まつり
　障害のある方との交流を深めながら
子どもから大人まで楽しめるお祭りです。
▶日時／9月9日（土）
　　　　午前10時～午後2時40分
▶場所／富士ふれあいの村（富士河口湖町）
▶内容／福祉施設や支援学校の皆さ
　んによる演技・演奏、模擬店、フリー
　マーケット、体験工房、お楽しみ抽選
　会など
●問い合わせ先／富士ふれあいセンター
  30555-72-5533 50555-72-5539

検 索富士ふれあいの村まつり

検 索山梨　ピロリ

ピロリ菌を除菌しましょう
　胃がんの原因の8割はピロリ菌です。
ピロリ菌の除菌により、胃がんの発症リ
スクを大幅に減らすことができます。県
では除菌治療費の一部を助成していま
すので、積極的に検査を受けましょう。
●問い合わせ先／健康増進課
  3055-223-1497 5055-223-1499

検 索やまなし女性国際セミナー

やまなし女性国際セミナー
　国際的視野に立ち、地域社会づくりを
担う女性リーダーを養成するため、開催
します。
▶日時／9月16日（土）
　　　　午後1時30分～4時
※11月19日、12月15日にも開催予定
▶場所／男女共同参画推進センター　
　　　　「ぴゅあ総合」（甲府市）
▶内容／講演「男女が共につくる地域社
　会」（講師：立川市大山自治会長 佐藤
　良子氏）
※参加無料、当日参加・男性参加も可能
●問い合わせ先／社会教育課
  3055-223-1772 5055-223-1775

▶開催日・便数・募集数／
　11月14日（火）・6便・450区画
▶募集単位・料金／1区画（2座席）単位
　で2区画（4座席）まで。1区画2,160円
▶募集期限／～9月11日（月）
　（はがきでの応募は当日消印有効）
▶応募資格／県内に住所を有する方（同
　乗者も含めて全員）
▶応募方法／往復はがきの往信欄また
　はホームページからの応募フォーム
　に「体験乗車希望区画数･座席数」を
　明記の上、代表者（16歳以上の方）の
　郵便番号･住所･氏名･読み仮名･性別･
　年齢･電話番号、同乗者の氏名・読み
　仮名･性別･年齢・在住市町村名を記載。

リニアどきどき体験乗車
希望者募集 （山梨県民対象）

※乗車する便は選べません。
※重複申し込み、参加者変更は不可。
　7歳未満で座席不要の幼児を同伴の
　場合はその氏名、年齢、車いすでの利
　用の場合はその旨を明記。その他、応
　募要項を必ず確認してください。
●問い合わせ先／リニア推進課
  3055-223-1667 5055-223-1666

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
山梨県庁｢リニア体験乗車｣ 係 

検 索リニア推進課　体験乗車

検 索山梨　障害福祉

検 索日露交歓コンサート2017

日露交歓コンサート2017
鑑賞者募集

▶日時／9月30日（土）①午後2時～
　　　　②午後4時～（2回公演）
▶場所／河口湖ショッピングセンター
　　　　ベル 時計台広場（富士河口湖町）
▶内容／ロシアの一流演奏家、地元中
　学吹奏楽部による演奏
※入場無料、申し込み不要
●問い合わせ先／生涯学習文化課
  3055-223-1797 5055-223-1320

ミニ演奏会

　ロシアの一流演奏家を招き、演奏会
を開催するとともに、県内若手演奏者と
の交流演奏会も行ないます。
▶日時／10月1日（日） 午後1時30分～
▶場所／河口湖ステラシアター
　　　　　（富士河口湖町）
▶内容／県内高校吹奏楽部連合バンド
　ロシアの一流演奏家による演奏、県内
　若手演奏者との交流演奏など
▶申し込み／はがき、メール、電話
※入場無料

山梨県のテレビ広報番組

当番組は「わくドキやまなし」ブログでも
ご覧になれます！ 検 索わくドキやまなし

当番組はUTYホームページでも
ご覧になれます！ 検 索山梨いまじん

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
わくドキやまなし

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん

9/ 4
9/11
9/18
9/25

9/ 6
9/13
9/20
9/27

※番組内容が変更になる場合があります

工場のエネルギー利用を
スマート化！ 料理講師

まーの・あ・まーの
代表

クライミング選手

けんせつ小町甲斐

向山 美和子

小佐野 貴恵

戸田 萌希

前嶋 世津子

観光人材育成・
おもてなし推進事業

鉄道通学のすすめ

醸造用ぶどうづくり
チャレンジ事業

災害への備えは大丈夫？
日頃から防災意識を高めよう
　近年、全国各地で、大規模地震をはじめ、台風や集中豪雨などによ
る自然災害が発生しています。災害は、いつ、どこで起こるか分かりま
せん。9月1日は「防災の日」です。災害への備えを再確認しましょう。

まずは家庭で防災会議
　災害が起きたとき、冷静で正しい行動がとれるよう、備蓄品や非常持ち出し
品、避難場所や避難ルートなどについて、普段から家族で話し合い、確認してお
くことが大切です。
　また、県のホームページでは「やまなし防災ポータル」を開設し、各種災害関連
情報のほか、防災に役立つ情報を掲載しています。ぜひご覧ください。

　災害発生時に、被害を最小限に食い止めるためには、地域における自助・共
助による自主防災が重要になります。
　このため、県や市町村では、さまざまな防災訓練の実施や防災活動の中核的
人材の育成など、防災体制の充実・強化を図っています。各地域で行われる
防災訓練などに積極的に参加し、防災力を高めましょう。
　また、県では、自助・共助・公助が一体となった防災対策を総合的に推進する
ため、それぞれの取り組むべき基本的事項を定める「山梨県防災基本条例」の
制定に向け、検討を進めています。

　県立防災安全センターでは、防災に関する知識や心得に
ついて、体験・見学を通して学ぶことができます。館内では地
震体験や煙体験などができるほか、起震車による出張防災講
座や救命講習なども実施しています。ぜひご利用ください。

地域の防災力を高める

●問い合わせ先／防災危機管理課　3055-223-1590 5055-223-1429

県立防災安全センターで防災知識を身に付けよう

検 索山梨　防災

検 索山梨　防災安全センター

検 索山梨　防災

開館時間／午前9時～午後5時
休 館 日／第2・第4日曜日、祝日、12月29日～1月3日
入 館 料／無料
所 在 地／中央市今福991番地
　　　 3055-273-1048  5055-273-9457

震度7までの揺れを体感できる
県立防災安全センターの地震体験装置

※各種講習などは無料ですが、事前に予約が必要なものもあります
ので、お問い合せください。
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田富南
小学校

幅員が
狭いため
大型車は通行
できません

至市川三郷町

県立防災安全センター

避難場所や避難ルートを確認しよう

非常食や
懐中電灯を
用意したわよ大切なものをすぐに

持ち出せるように
リュックサックを
用意したよ

各地域で開く地域防災リーダー養成講座では
さまざまな図上演習を行っている
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原則毎月1日に新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.yamanashi.jpに掲載


