1日に新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.yamanashi.jp に掲載

原則 毎月
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やまなし合同就職説明会

リニアどきどき体験乗車
希望者募集（山梨県民対象）

▶日時／2月17日
（火）午後1時〜4時
▶場所／ベルクラシック甲府（甲府市）
▶対象／3 月に卒業予定の方・既卒3年
以内の方（事前の申し込みは不要）
▶内容／企業の採用担当者との面接
各種相談コーナー

▶開催日・回数／5月29日
（金）
に 5回
▶募集数／各回50区画×5回＝250区画
を一括募集
▶募集単位･料金／1区画（2座席）単位
まで。
で2区画（4座席）
1区画2,160円
（月）
〜27日
（金）
▶募集期間／2月9日
（募集期間内の消印有効）
▶応募資格／県内に住所を有する方
▶応募方法／往復はがきの往信欄に｢体
験乗車 1 区画（または2 区画）希望｣と
明記の上、代表者（ 16歳以上の方）の
郵便番号・住所･氏名とその読み仮名･
性別･年齢･電話、その他の乗車希望
者の氏名とその読み仮名･性別･年齢
を記載し、下記まで

2015 for February

●問い合わせ先／労政雇用課

3055-223-1562 5055-223-1564
やまなし就職応援

検索

富士五湖に船舶を乗り入れる方へ
（2月1日から航行届を受け付け）
条例改正により、山中湖や河口湖に動
力船（モーターボートや水上バイク）を
乗り入れる場合、年度ごとに航行届の事
前提出が必要となりました。4月1日以降
の乗り入れに適用されます。
提出先は、山中湖は山中湖村観光課
（ 3 0555 - 62 - 9977 ）、河口湖は富士河
口湖町環境課（30555-72-3169）
です。

2月23日は富士山の日

世界遺産 富士山 への
理解を深め、皆で守っていこう
世界遺産 富士山 と共に暮らす私たち山梨県民には、そ

富士山への理解を深め、富士山を守り伝える思いを後世に継承していくた
めに、
「富士山の日」
に記念式典を開催します。ぜひ、
ご応募ください。

北口本宮冨士浅間神社太々神楽（写真提供：富士吉田市歴史民俗博物館）

▶日時／2月23日
（月）午後2時〜

富士山の日関連イベント

検索

（イメージ）
「風カヲル時」
のコンサート

富士山レンジャー写真展

「富士山の日」の来館者 先着100名
の方にプレゼントします。

富士山・火山写真展

火山としての姿を中心に、富士山
のさまざまな姿を展示。世界の火
山も紹介します。

〜2月24日
（火）
午前9時〜午後5時
※月曜日を除く

富士山ミニ展示

周辺遺跡出土の遺物から、富士山
への信仰を探ります。

2月14日（土）〜3月1日（日）
午前9時〜午後5時（入館は4時30分まで）

県庁防災新館1階
やまなしプラザ

観光資源課富士山分室

30555-72-5861

2月23日（月）
富士ビジターセンター
午前8時30分〜午後5時（入館は4時30分まで） 30555-72-0259

「さわれる冨嶽三十六景 甲州石班澤」

2月22日（日）
①午前9時30分〜正午 ②午後1時〜3時

富士山のお札を刷ろう！

富士山をお祀りした神官・御師が配
った
「お札」刷りを体験します。

富士山ワークショップ 2015
切り絵にチャレンジ！

（土） 午後2時〜3時30分
富士山の姿を「切り絵」にするワーク 2月21日
ショップと講師作品の展示を行います。 ※定員30名
（要申し込み） 費用500円

富士山レンジャーによる巡回の様子

県立考古博物館
3055-266-3881

発行：山梨県広聴広報課

●問い合わせ先／消費生活安全課

3055-223-1352 5055-223-1587
山梨

①山梨県地域福祉支援計画、②健康
長寿やまなしプラン、③山梨県認知症対
策推進計画、④やまなし障害者プラン
2015 の各素案に対して、ご意見を募集
しています。これらは、ホームページの
他、県民情報センターや各地域県民セ
ンターでも入手できます。
●問い合わせ先／
① 福祉保健総務課3055-223-1443
②③長 寿 社 会 課3055-223-1453・1450
④ 障 害 福 祉 課3055-223-1460

消費審議会委員

検 索

障害を理由とする差別の解消に
向けた地域フォーラム
県･内閣府共催で、差別解消に向けた
取り組み促進などを目的に実施します。
（水）午後1時〜4時
▶日時／2月25日
▶場所／県立図書館（甲府市）
▶内容／基調講演、パネルディスカッシ
ョン
▶定員／200名程度
（事前申し込みを推奨）
●申し込み･問い合わせ先／フォーラム
運営事務局（プロセスユニーク 内）

303-6264-1694 503-3545-3610
27差別解消フォーラム開催

検 索

県民文化祭「総合舞台」
五節句ものがたり
演劇･合唱･日舞･洋舞などの活動者
が一体となってつくり上げる創作舞台を
ぜひご覧ください。
（日）午後2時開演
▶日時／3月1日
▶場所／コラニー文化ホール（甲府市）
▶入場方法／チケットが必要。
一般1,000円、高校生以下500円
▶チケット販売場所／コラニー文化ホ
ール、岡島・山交の各百貨店、双葉ふ
れあい文化館、桃源文化会館、富士吉
田市民会館、生涯学習文化課
●問い合わせ先／生涯学習文化課

3055-223-1797 5055-223-1322
やまなし県民文化祭

検索

検 索

山梨県のテレビ広報番組

※常設展観覧料が必要

県立図書館
3055-255-1041

アイ

やまなし元気ナビ i

富士山「お札」刷り体験の様子

YBS

▶内容／①富士山におけるニホンジカの行動、生態と林業被害
講師：姜兆文（株）
野生動物保護管理事務所上席研究員
②富士山麓に生息するチョウ類の生態と保全について
講師：北原正彦 富士山科学研究所特別研究員
※2月28日（土）
に 第10回「富士山の地下はどうなっているか？」
3月 7 日（土）に 第11回「富士山の火災防災」を開催予定です。

●問い合わせ先／富士山科学研究所

検索

山梨 パブコメ

公開講座「富士山自然ガイド･スキルアップセミナー」開催中

▶日時／2月7日
（土）午後1時30分〜4時30分
▶場所／富士山科学研究所（富士吉田市）

北方領土

（木）
▶募集期間／〜2月26日

富士山科学研究所
30555-72-6206

※月曜日は休館

山梨

皆さんのご意見を募集中

※常設展観覧料が必要。火曜日は休館

富士山ポストカード
プレゼント

第9回

3055-223-1339 5055-223-1525

検索

検索

▶応募資格／20歳以上の県内在住者
（議員、公務員を除く）
▶人数・任期／3名・2年間
（平成27年4月から）
▶募集期間／〜2月12日
（木）
▶応募方法／応募用紙と作文（テーマ:
安全･安心な消費生活の実現に必要
なこと・400字程度）
を郵送・ファクス・
電子メールなどで提出

●問い合わせ先／広聴広報課

2月7日（土）〜3月9日（月）
県立博物館
午前9時〜午後5時（入館は4時30分まで） 3055-261-2631

富士山のインタープリテーション
（自然解説）
にも役立つ、
自然科学の基礎と
最新情報を学ぶことができます。受講無料、事前の申し込みは不要です。
どなたでも受講可能ですので、ぜひご参加ください。

しこたんとう くなしりとう えとろふとう

※北方領土が日本の領土であることを定めた
日魯通好条約（1855年）の調印日にちなんで、
と定められました。
2月7日が「北方領土の日」

（月）
〜26日
（木）
富士山レンジャーの活動、富士山が 2月9日
抱える問題、
レンジャーが見た美し 午前8時30分〜午後9時
い景色、生き物などを紹介します。 （2月9日は午後1時から）

富士山について学ぼう

検索

歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島は
日本固有の領土です。
この機会に、北方
領土問題について考えてみませんか？

その他の県・市町村などが実施するイベント・特典はこちら 山梨 富士山の日

お し

風しん検査

はぼまいぐんとう

シンボル展
さわれる冨嶽三十六景

まつ

検索

2 月7日は「北方領土の日」

北斎の世界的版画を立体的にあら
わした「さわれる冨嶽三十六景」
と
その原画を同時に楽しめます。

ふだ

食品ウォッチャー

●問い合わせ先／健康増進課
山梨

▶対象･定員／県内在住・在勤・在学の方100名程度
▶応募方法／電子メール・はがきで2月10日
（火）必着（応募多数の場合は抽選）
応募先など詳細は、
ホームページなどで確認してください。

体験乗車

県民の皆さんのご意見を、消費者行
政に反映させるために募集します。

3055-223-1494 5055-223-1499

▶場所／ハイランドリゾート ホテル＆スパ（富士吉田市）
▶内容／・郷土芸能の上演（北口本宮冨士浅間神社太々神楽）
（映像）
・世界遺産登録から1年半の歩みプレイバック
・富士山リレートーク
お し
テーマ「御師料理とおもてなし」
「信仰の道を伝える」など
・和楽器演奏グループ
「風カヲル時」のミニコンサート など

リニア推進課

▶人数／30名程度（専門知識・資格は不要）
▶募集期間／〜2月20日
（金）
▶応募方法／応募 用 紙を郵 送・ファク
ス・電子メールで提出

▶対象者／妊娠を希望する女性、妊娠
を希望する女性の配偶者などの同居
者ほか（抗体検査受診歴、予防接種歴
のある方などを除く）
▶実施期間／〜3月13日
（金）
▶実施場所／各保健福祉事務所

「富士山の日」フェスタ山梨2015 参加者募集

3055-223-1667 5055-223-1666
消費生活審議会委員を募集中

先天性風しん症候群の発生を防ぐた
め、事前予約制で実施しています。

世界遺産としての価値を伝えていきましょう。

●問い合わせ先／リニア推進課

買い物の際に、食品表示が適正かどう
かを確認し、県に報告していただきます。

無料の風しん抗体検査を実施中

をより深め、国内外から訪れる人々に、おもてなしの心で

3055-223-1316 5055-223-1781

検索

※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、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。

食品表示ウォッチャーを募集中

山梨

その責任を果たすため、私たち自身が富士山への理解

富士山保全

富士五湖静穏

3055-223-1588 5055-223-1587

き継いでいく大きな責任があります。

山梨

3055-223-1508 5055-223-1512

●問い合わせ先／消費生活安全課

の豊かな自然や美しい姿、富士山に息づく文化を後世に引

●問い合わせ先／富士山保全推進課

●問い合わせ先／大気水質保全課

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
山梨県庁｢リニア体験乗車｣ 係

30555-72-6201 50555-72-6204

富士山研

広報紙「ふれあい」についてのご意見やご感想をお寄せください。Tel.055-223-1339

検索

月曜日 PM6：57〜7：00

山梨いまじん
UTY

4

水曜日 PM6：55〜7：00
クラウン
望月 美由紀

2/

2

住宅用火災警報器の設置促進

2/

2/

9

さわれる冨嶽三十六景

2/11 若草瓦会館館長・鬼師
永利

郁乃

2/16 世界遺産「富士山」の保全

2/18 オーディオ・インストーラー

2/23 県民文化祭 総合舞台

2/25 バースコーディネーター

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！ やまなし元気ナビi 検 索

当番組はUTYホームページでも
ご覧になれます！ 山梨いまじん

Fax.055-223-1525

佐野

福田

e-Mail:koucho@pref.yamanashi.lg.jp

誠

紀恵

検索

