
TEL.055-223-1339 FAX.055-223-1525
E-Mail:kouho@pref.yamanashi.lg.jp

〒400-8501 山梨県広聴広報課印刷広報担当

原則毎月1日に掲載します。10月号［VOL.42］
http://www.pref.yamanashi.jp/県のホームページ

山梨県やまなし県政だより
県政だより「ふれあい」についての
ご意見やご感想をおよせください。

■問い合わせ　1055-226-2586

第3回資料紹介展示「コーヒーの香る
国へ　～ブラジル移住100周年～」
s～11月29日（木）
s県立図書館1階ロビー

県立図書館

県立科学館

■問い合わせ　1055-254-8151

県立富士湧水の里水族館

■問い合わせ　10555-20-5135

「忍野の川で産卵観察会」～さかなた
ちの神秘の営み～
s10月21日（日）午前10時～

催し物

募　集お知らせ
再就職のためのセミナー・
カウンセリング＆ガイダンス
　女性や中高年齢者の皆さんの再
就職を支援するため2会場で開催し
ます。 

s対象／
　①育児が一段落した女性求職者など
　②中高年齢者を含む概ね35歳以上
　　の求職者
s参加費／無料
sその他／セミナーについては、一日
　のみの参加も受け付けています。（託
　児もあります）

＜富士・東部地区会場＞
sセミナー（応募書類の書き方、面接対
　策など）①②は別々の会議室で実施
　■日時／10月23日（火）、24日（水）
　　午前10時～午後3時
　 ■場所／県立男女共同参画推進セン
　　ター（ぴゅあ富士）（都留市）
　 ■定員／女性向けセミナー、中高年
　　齢者向けセミナー各30名（申し込
　　み必要）
sカウンセリング（個別就職相談）
　■日時／10月25日（木）、26日（金）
　　午前10時～午後3時（1人約50分）
　■場所／県立男女共同参画推進セン
　　ター（ぴゅあ富士）（都留市）
　■定員／32名（申し込み必要）
s再就職支援ガイダンス（合同就職面
　接会）
　　［都留会場］
　■日時／11月1日（木）午後1時～3
　　時（申し込み不要）
　■場所／アピオ都留（都留市）
　　［富士吉田会場］
　 ■日時／11月9日（金）午後1時30
　　分～4時（申し込み不要）
　 ■場所／ハイランドリゾートホテル＆
　　スパ（富士吉田市）

＜国中地区会場＞
sセミナー（応募書類の書き方、面接対
　策など）①②は別々の会議室で実施
　■日時／11月6日（火）、7日（水）
　　午前10時～午後3時 
　■場所／県立男女共同参画推進セン
　　ター（ぴゅあ総合）（甲府市）
　 ■定員／女性向けセミナー、中高年
　　齢者向けセミナー各30名（申し込

　　み必要）
sカウンセリング（個別就職相談）
　■日時／11月8日（木）、9日（金）
　　午前10時～午後3時（1人約50分）   
　■場所／県立男女共同参画推進セン
　　ター（ぴゅあ総合）（甲府市）
　■定員／32名（申し込み必要）
s再就職支援ガイダンス（合同就職面
　接会）
　■日時／11月15日（木）午後1時30
　　分～5時（申し込み不要）
　■場所／ベルクラシック甲府（甲府市）   
●問い合わせ先／労政雇用課

　3055-223-1563 5055-223-1564 

農村からのメッセージ
参加者募集
　「やまなし農村風景写真コンクール」
の表彰式と審査委員長を務められた
郷土の写真家 白　史朗氏による講
演会を開催します。

s開催日／10月13日（土）
s場所／笛吹市スコレーセンター
s時間／午後2時～4時 ※受付／午後1時30分～

s講演内容／「山梨の風土的特色と
　山野・田園・耕作地の保全」
s対象／どなたでも参加可能
s参加費／無料（申し込み不要）
●問い合わせ先／やまなし農村風景写
　真コンクール実行委員会（耕地課内）

　3055-223-1630 5055-223-1624

後期高齢者医療制度開始
　現在、75歳（一定の障害のある方
は65歳）以上の方は、国民健康保険
や会社などの医療保険に加入しなが
ら「老人保健」で医療を受けています。
平成20年4月からは、国民健康保険
や健康保険などから脱退し、後期高
齢者を対象とした新たな公的医療制
度「後期高齢者医療制度」に加入し
て医療を受けます。運営は県内すべ
ての市町村が加入する山梨県後期
高齢者医療広域連合が行います。

s対象／75歳以上の方、65歳以上で
　一定の障害のある方
※現在、老人保健受給対象者の方は、そ
　のまま新制度の被保険者となります
　ので、手続きは不要です。
s保険証／「後期高齢者医療制度」の

　新しい保険証（後期高齢者医療被保
　険者証）が一人1枚交付されます。
※医療を受ける時は、この保険証1枚で
　受けられます。必ず医療機関の窓口
　に提示してください。
s負担割合／医療を受ける時は、医療
　費の一部を医療機関の窓口で負担し
　ます。
　　■一般の方／1割負担
　　■現役並み所得のある方／3割負担
※月ごとの自己負担限度額も現行の老
　人保健制度と同じです。
s保険料／これまでは、加入する医療
　保険制度によって、保険料を負担す
　る方としない方がいましたが、新制度
　では、高齢者の方々は、皆さん、負担
　能力に応じて保険料を納めていただ
　くことになります。保険料は原則とし
　て介護保険料と同じように年金から
　天引きされます。保険料は、均等割額
　と所得割額で計算され、金額につい
　ては今後決定されます。
※所得の低い方などは保険料の軽減措
　置があります。
●問い合わせ先／国保援護課

　3055-223-1465 5055-223-1468
　県後期高齢者医療広域連合

　3055-236-5671 5055-235-6373
　各市町村後期高齢者医療担当窓口

山梨県医師修学資金
修学生募集
　県では、医師修学資金制度を開始
しました。この制度は、将来山梨県内
で医師の業務に従事する意思のある
医学生に、修学資金を給付し、一定�
期間県内の公立病院などに勤務した
場合に返還を免除するものです。

s募集期間／～10月31日（水）
s修学資金の概要（※修学金は19年の4月
　　分からさかのぼって給付されます）

ふるさと特産品フェア開催
県内で生産される農畜水産物、林産物、地場産業製品など、ふるさ
との特産品を一堂に集めて行われます。 林業振興課 3055-223-1648 5055-223-1678

商工総務課 3055-223-1533 5055-223-1534
観光振興課 3055-223-1575 5055-223-1558
農政総務課 3055-223-1581 5055-223-1585

問い合わせ先s日時／10月20日（土）午前10時～午後4時
　　　　　　　21日（日）午前9時～ 午後3時
s場所／小瀬スポーツ公園（甲府市）

s内容／
　■林業まつり「森林のフェスティバル」／木工教室、丸太切り体験、県
　　産材・県産材住宅情報、野生きのこ相談会、しいたけ・炭製品・木工
　　製品の展示販売など
　■商工会むらおこし物産展「味と技の自慢市」／特産品の展示販売（県
　　下商工会）、一店逸品コーナー、ふるさとカフェコーナー、わがまち
　　の味と匠のコーナー、青年部・女性部の企画コーナーなど
　■やまなしの県産品フェア／ふるさとの味（ワイン・菓子など）や

　　織物・印伝・アクセサリー・民芸品の展示販売など
　■農業まつり「まつりの広場」／新鮮な果物・野菜・食肉・魚・加工品・
　　鉢花類の展示販売など

第1種修学資金 第2種修学資金 第3種修学資金

医学部の学生

■ 1～4年生／
　各学年35人
■ 5・6 年 生 ／
　併せて50人

■ 1～4年生／
　各学年15人

■1～4年生／
　各学年5人

山梨大学医学
部の学生

山梨大学大学
院（医学を履修
する課程）の学
生で、医師免許
を取得してい
る者

将来、県内の公立病院などに医師として勤務し
ようとする意思があること。※対象となる病院
などは、県のホームページをご覧ください。

50,000円 50,000円130,000円月　額

対象者

人　数

右
の
要
件
を

全
て
満
た
す
者

●問い合わせ先／ 医務課

　3055-223-1480 5055-223-1486
　http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/
　　　　　　　html/imuka/index.html

合同不動産公売実施
　県では甲府市と合同で、地方税の
滞納処分のため、差し押さえた不動
産を公売します。

s日時／10月24日（水）午後1時～
s公売方法／入札
s公売場所／総合県税事務所　研修室
　（甲府市飯田1-1-20　JA会館5階）
s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。
sその他／入札前に公売保証金の納付
　が必要です。詳細は「不動産公売案内」
　（総合県税事務所、県税務課、各地域
　県民センター総合窓口などで配布。
　県のホームページにも掲載中）でご
　確認ください。
　※公売が中止になる場合もあります
　　ので、事前に電話でご確認ください。
●問い合わせ先／総合県税事務所徴収
　第一課徴収総括担当

　3055-223-3616 5055-226-4275
　県ホームページ
　http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/
　　　　　　　html/zeimu/index.html

小規模企業サポート
融資開始
　10月1日から、県の新しい融資制度
が始まりました。設備資金や長期運転
資金に幅広くご利用いただける無担保・
第三者保証人不要の融資です。

s融資対象者／小規模企業者（従業員
　数が20名以下、商業・サービス業の
　場合5名以下）
s限度額／1,250万円（借入申込金額
　と県信用保証協会の保証債務残額と
　合算して、1,250万円以下）
s融資利率／年2.1％（別途、保証料が
　必要です）
s償還期間／設備資金：7年以内（うち
　据置1年以内）運転資金：5年以内（う
　ち据置1年以内）
s申込先／県内の銀行、信用金庫、信用
　組合
●問い合わせ先／商業振興金融課

　3055-223-1538 5055-223-1534

平成20年度県立大学
特別選抜学生募集
　知的好奇心に満ち、未知の問題に
挑戦する熱意を持った学生を募集し
ます。

s募集定員

YBS

765

医療現場を支えるちから

峡南・都留技専の
入校生前期募集

爽快やまなし！ NOW
土曜日●AM11:30～11：45

10/6

10/13

10/20

10/27

11/3

10月・11月第1週の

山梨放送 YBSラジオ

山梨放送 YBSテレビ

テレビ山梨 UTY

薬と健康の週間

文化の香りに
触れてみませんか

県税徴収率アップ大作戦！
～インターネット公売

山梨の大学あれこれ　2
～山梨県立大学

清水國明の輝きの人

やまなし散歩
土曜日●PM5:50～6：00

10/6

10/13

10/20

10/27

11/3

草の根国際交流

総合型地域
スポーツクラブ

税金を納めましょう

文化の香りを楽しもう

やまなし元気ナビ
日曜日●AM7:30～7：45

10/7

10/14

10/21

10/28

11/4

花咲く揚げ油でエコ

読書の秋！
図書館に行こう

忠清北道
姉妹締結15周年記念

テレビ・ラジオ番組

※放送番組は予定です。

知事
出演

文化の香り漂うまちづくり

第9回ライトダウン甲府バレー「星の
輝きにふれるつどい」
s10月7日（日）午後6時～9時
※消灯時間は、午後8時～9時

　県立美術館、県立博物館、県立考古博物館、県立文学館の4館では、購入した
日から1年間、常設展、企画展（特別展）を何回でも観覧できる、お得な「ミュー
ジアム甲斐in券（かいいんけん）」（4館共通定期観覧券）を販売しています。
●料　　金／一般5,000円、高校・大学生2,500円、小・中学生1,250円
●販売場所／4館の窓口

～10月14日（日）

　現在のベルギー北部にあたるフランドルでは、17世紀に絵画芸術が円
熟期を迎えていました。17世紀のフランドル絵画には、ルーベンスとブリ
ューゲルという二大潮流がありました。ルーベンスはバロック芸術を代表
する画家の一人で、躍動感溢れるダイナミックな作風を特徴とした宗教画
や肖像画で知られています。一方のブリューゲルとは、農民画で16世紀
に高い人気を誇ったピーテル・ブリューゲルの子孫による「ブリューゲル・
ファミリー」のことです。本展では、プラハ国立美術館の絵画コレクション
から、70点の名品を紹介します。このうち約50点が日本初公開です。

　霊峰富士の気高く壮麗な姿。当代きっての浮世絵師、　飾北斎と歌川
広重も富士山に魅せられ、その姿を絵に写した錦絵のシリーズとして刊
行しました。北斎は、世界で最もよく知られた富士の絵「凱風快晴」を含
む「冨嶽三十六景」46枚。そして広重は、「不二三十六景」36枚、「冨士
三十六景」36枚の二組のシリーズです。本展では、その全作品を一挙公
開します。この三シリーズがそろって公開されることは、まれなことです。
　時間と場所によって移り変わる富士の姿。ふたりの富士図を比較して、
それぞれの個性と富士に対する思いやイメージを探ります。

県立美術館 3055-228-3322 5055-228-3324

■開催中の休館日／会期中無休
■開館時間／午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）
■観覧料／一般1,000円　高校・大学生500円　小・中学生260円

問い合わせ先

10月13日（土）～11月18日（日）

県立博物館 3055-261-2631 5055-261-2632

　飾北斎　冨嶽三十六景　甲州石班澤　山梨県立博物館所蔵

■開催中の休館日／月曜日（10月15日は開館）
■開館時間／午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）
■観覧料／一般1,000円　高校・大学生500円　小・中学生260円

問い合わせ先

こうしゅうかじかざわ

県立文学館 3055-235-8080 5055-226-9032

■開催中の休館日／月曜日（10月8日、22日、29日は開館）
■開館時間／午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）
■観覧料／一般600円　高校・大学生400円　小・中学生250円

問い合わせ先

県立美術館
特別展「プラハ国立美術館展

ルーベンスとブリューゲルの時代」

県立博物館
富士山世界文化遺産暫定リスト登載記念特別展

「北斎と広重　ふたりの冨嶽三十六景」

県立考古博物館

　今からおよそ1600年前の古墳時代、日本人は200mを越える巨大古
墳を造営していました。同じ時代、地球の反対側に住むナスカ人は、「ハ
チドリ・コンドル」をはじめとする動物や幾何学紋様を荒涼とした砂漠に
描いていたのです。
　遠く太平洋を隔てた南米ペルーの地に栄えたナスカ文化。このナスカ
の人々はどんなふうに暮らし、どうして巨大な地上絵を描いたのか、その
謎をさまざまな考古資料から探ります。バーチャルシアターでは、ナスカ
の地上絵の遊覧飛行も体験できます。

10月10日（水）～11月30日（金）

開館25周年記念特別展
「世界遺産ナスカ展 －地上絵の創造者たち－」

県立文学館

　詩や童話に独自の世界を切り開いた宮沢賢治。その親友 保阪嘉内は、
1896（明治29）年、山梨県韮崎市（当時の北巨摩郡駒井村）に生まれ、
盛岡高等農林学校で賢治と出会いました。寄宿舎、自啓寮で同室となっ�
た二人は、ともに短歌を詠み、同人雑誌「アザリア」を発行、短歌や随筆
を発表します。二人は、ともに学び、夢を語り合い、学生時代に培った農業
への理想を胸にそれぞれの道を歩んでいきます。
　本展では、嘉内に宛てた七十三通の書簡を一挙公開。二人の親交を紹
介し、その青春の軌跡をたどります。

～11月25日（日）

企画展「宮沢賢治 若き日の手紙
－保阪嘉内宛七十三通－」

若干人

若干人

若干人

若干人

若干人

国 際コミュニ
ケーション学科

福祉コミュニテ
ィ 学 科

推薦
入学

帰 国 生 徒
（中国引揚者等含む）

社 会 人 入 学
外国人留学生学部・学科

選抜方法

合　　計

35人

77人

6人

14人

11人

11人総合政策学科

人間形成学科

看 護 学 科

人 間 福 祉
学 　 　 部

看 護 学 部

国 際 政 策
学 　 　 部

（社会人入学のみ）

s募集期間／11月1日（木）～8日（木）
s選抜方法／面接、小論文及び出願書
　類の審査
s試験日／11月23日（金）
s願書配布場所／県立大学飯田キャン
　パス、池田キャンパス（甲府市）で配
　布中
※出願資格、出願方法など詳細は学生
　募集要項で確認
●問い合わせ先／
　県立大学飯田キャンパス学務課

　3055-224-5260 5055-224-5386

「お楽しみください やまなし秋の芸術」

フランドル派の画家（17世紀初頭）《バベルの塔》 プラハ国立美術館所蔵

県立考古博物館 3055-266-3881 5055-266-3882

■開催中の休館日／会期中無休
■開館時間／午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
■観覧料／一般・大学生1,050円　小・中・高校生420円

問い合わせ先

ナスカ地上絵（ハチドリ） 撮影：義井　豊 賢治　嘉内宛ハガキ　１９１７（大正６）年９月２日消印　個人蔵

ミュージアム甲斐in券（かいいんけん）で4館秋の企画展を巡ろう！


