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検 索やまなし山の日

やまなし「山の日」から
国民の祝日「山の日」へ
　8月8日は、山の恩恵に感謝する日・や
まなし「山の日」。平成28年からは、8月
11日が国民の祝日「山の日」になります。

後期高齢者医療制度の
被保険者証が新しくなります
　8月1日から、薄紫色の新しい被保険
者証になります。受診の際には、新しい
被保険者証を提示してください。有効期
間は、原則として1年間ですが、保険料
を完納していない方は、有効期間が短
い場合があります。平成25年度以前の
保険料は、早めに納付してください。
●問い合わせ先／
　各市町村の後期高齢者医療担当課
　山梨県後期高齢者医療広域連合
  3055-236-5671 5055-235-6373
　国保援護課
  3055-223-1465 5055-223-1468

C.W.ニコルさんが
環境教育を語る
　「環境教育シンポジウム」を開催します。
▶日時／8月21日（木）午後1時～4時15分
▶場所／甲府市総合市民会館芸術ホール
▶内容／基調講演（C.W.ニコルさん）
　パネルディスカッション など
▶申込方法／応募用紙（県ホームペー
　ジからダウンロード可）をメール・ファ
　クスなどで送付（先着順）
※全国モーターボート競走施行者協議会の
　拠出金を活用する事業です。

●問い合わせ先／森林環境総務課
  3055-223-1657 5055-223-1636

検 索やまなし子育てネット

仕事探し応援！
合同就職面接会
▶日時／8月7日（木）午後1時～4時
▶場所／ベルクラシック甲府（甲府市）
▶対象／平成27年3月に大学などを卒
　　　　業予定の方、一般求職者
▶内容／企業の採用担当者との面談
　　　　各種相談コーナー
※事前の申し込みは不要です。
●問い合わせ先／労政雇用課
  3055-223-1562 5055-223-1564

検 索やまなし　就職応援

危険ドラッグは
「ダメ。ゼッタイ。」

　危険ドラッグ（脱法ハーブ）は、意識障
害などを起こす大変危険な薬物です。
危険ドラッグは絶対に「買わない」「使わ
ない」「かかわらない」でください。
●問い合わせ先／衛生薬務課
  3055-223-1491 5055-223-1492

検 索山梨　衛生薬務

行政評価アドバイザー会議
　県の事業の効果や必要性などを、外
部の専門家が公開の場で議論します。
▶日時／8月26日（火）～27日（水）
　　　　午前9時～午後5時
▶場所／県庁防災新館401・402会議室
※評価は9月4日（木）に行います。
●問い合わせ先／行政改革推進課
  3055-223-1777 5055-223-1525

検 索山梨県　行政評価

お父さんの子育てを応援！
　子育て参加イベント「ハッピー・ファミ
リー・ミーティング」を開催します。
▶日時／8月30日（土）午後1時30分～
▶場所／イオンモール甲府昭和（昭和町）
▶内容／子育て応援ライブ、バルーンア
　ート、家族の写真コンテスト など
※事前の申し込みは不要です。
●問い合わせ先／子育て支援課
  3055-223-1456 5055-223-1475

やまなし「山の日」関連イベント実施中！
▶内容／山村施設への無料招待、写真コ
　ンクール、山の日記念プレゼント など
●問い合わせ先／やまなし「山の日」実
　行委員会（森林環境総務課内）
  3055-223-1634 5055-223-1636

検 索山梨　宝石美術

宝石美術専門学校学生募集
▶受験資格／高等学校を卒業した者（平
　成27年3月卒業見込みの者を含む）など

▶出願期間／9月24日（水）～10月15日（水）
▶試験日／10月25日（土）

推薦入学試験（面接）

一般入学試験（小論文、面接）

▶出願期間／10月16日（木）～11月5日（水）
▶試験日／11月15日（土）
※8月2日（土）、4日（月）、24日（日）、9月20
　日（土）にオープンスクールを開催します。
●問い合わせ先／宝石美術専門学校
  3055-232-6671 5055-233-6357

職員採用試験を実施します

●問い合わせ先／人事委員会事務局
  3055-223-1821 5055-223-1819
　警察本部警務課（警察官採用試験）
  30120-314874（フリーダイヤル）

県職員等採用試験

警察官採用試験

８月は「北方領土返還要求
運動全国強調月間」
　日本固有の領土である北方領土（歯
舞群島、色丹島、国後島、択捉島）につい
て、この機会に考えてみませんか。
●問い合わせ先／広聴広報課
  3055-223-1339 5055-223-1525

検 索山梨　北方領土　県民会議
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検 索山梨県　採用

平成27年度から3年制に移行

山梨インターハイ
8月10日（日）まで開催中！

検 索山梨インターハイ

山梨県のテレビ広報番組

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
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やまなし元気ナビ i
アイ

当番組は「やまなし元気ナビi」ブログでも
ご覧になれます！ 検 索やまなし元気ナビi

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

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん

地域おこし協力隊員
齋藤 萌
パーマカルチャーデザイナー
四井 真治

芦川女衆ボランティア会長
芦沢 俊恵
馬術競技選手
小宮山 修
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8/25

生誕２００年ミレー展

富士五湖静穏条例

ウェルネスツーリズム

知事トップセールス

　今年は、フランスの画家、ジャン＝フランソワ・ミレー（1814－75年）
の生誕200年に当たります。また、「ミレーの美術館」として親しまれて
きた山梨県立美術館は、開館35周年を迎えました。これを記念し、現
在、特別展を開催しています。
　常設展と合わせて、これだけ多くのミレー作品を鑑賞できるのは
山梨だからこそ。この機会に、あらためてミレーの世界に触れてみま
せんか。

　ミレーが自身の家族や身近な人に向けた温かなまなざし、命をつなぐ大地での営みに
注いだまなざしを感じ取ることができる作品を紹介しています。また、日本初公開の《牛
に草を食ませる女》を含め、初期から晩年までの幅広い作品を展示しているため、ミレー
の画業の全体像を捉えることができます。

80点の作品で、ミレーのまなざしを紹介

ミュージアムコート（中庭）でイベント開催

●問い合わせ先／県立美術館（甲府市貢川 1-4-27） 
　　　　　3055-228-3322 5055-228-3324

●問い合わせ先／県立文学館
　3055-235-8080 5055-226-9032

ミレー生誕200年
県立美術館で特別展開催中

検 索山梨　ミレー展

1857－58年　油彩・カンヴァス
ブル王立修道院付属美術館 
©Hugo Maertens, Bruges

《牛に草を食ませる女》

多くの来場者が作品に見入っている展示室

パラソルの下で休憩できるミュージアムコート（中庭）

■開催期間／～8月31日（日）　■休館日／8月4日（月）、25日（月）
■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1,000円   大学生500円

県立文学館閲覧室で「近代文学とミレー」資料紹介
　明治期、文学者たちが、ミレーなどの西洋美
術について紹介した本や雑誌を、県立文学館
（県立美術館向かいの建物）で展示しています。

■開催期間／～8月31日（日）   ■観覧料／無料

《子どもたちに食事を与える女（ついばみ）》 1860年頃　油彩・カンヴァス
リール美術館

©RMN-Grand Palais/Jacques Quecq d'Henripret/distributed by AMF

※各種割引などあり。詳しくはお問い合わせください。
※本特別展のチケットで、常設展示のミレー作品も観覧できます。

―愛しきものたちへのまなざし―生誕200年ミレー展

バイオリンとギターのデュオ「NYT」コンサート
　■日時／8月2日（土）、3日（日）  各日とも午後1時～、午後3時～の2回
アコーディオン奏者「大塚雄一」コンサート
　■日時／8月17日（日）  午後1時～、午後3時～の2回

※どちらのイベントも入場無料・申し込み不要です。
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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


