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検 索富士ふれあいの村まつり

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。第20回となる今年は、記念イベント
も行います。
▶日時／9月12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 索山梨　下水道公社

下水道まつり
　下水道の仕組みや正しい使い方を楽
しく学べるイベントです。
▶日時／9月5日（土）午前10時～午後3時
▶場所／峡東浄化センター（笛吹市）
▶内容／施設見学会、水質実験の体験
　ミニ下水道展、お楽しみ抽選会など
●問い合わせ先／下水道室
  3055-223-1726 5055-223-1729
　（公財）山梨県下水道公社
  3・5055-263-2738

検 索山梨　自殺予防推進大会

自殺予防推進大会

検 索山梨　合同公売

不動産合同公売を実施
　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8日（火）
　　　　午後1時30分～午後2時
▶場所／東八代合同庁舎（笛吹市）
▶参加資格／滞納者本人など以外。事前
　に公売保証金の納付が必要です。
●問い合わせ先／総合県税事務所
  3055-261-9120 5055-261-9127

検 索山梨　愛護デー

動物愛護デー
　9月20日から26日は、動物愛護週間。
動物への関心と理解を深めてもらうた
めに開催します。
▶日時／9月27日（日）
　　　　午前10時～午後3時
▶場所／アイメッセ山梨（甲府市）
▶内容／ミニコンサート＆音楽劇、犬猫
　無料健康診断、一日獣医師体験、無料
　乗馬体験など　※ペット同伴可
●問い合わせ先／衛生薬務課
  3055-223-1489 5055-223-1492
　動物愛護指導センター
  3055-273-5034 5055-273-5614

検 索山梨　屋外広告

9月10日は屋外広告の日
　屋外広告物は、無秩序に設置されると
町並みや自然景観を乱す原因になりま
す。また、老朽化による落下などの事故を
防ぐため、日頃の点検や補修も重要で
す。大きさ･色･適切な管理など、ルールに
沿った広告物の表示にご協力ください。
●問い合わせ先／美しい県土づくり推進室
  3055-223-1325 5055-223-1857

宝石美術専門学校の
入学生募集
　全国唯一の公立ジュエリー専門学校
で、あなたもジュエリーのスペシャリスト
を目指してみませんか。
▶推薦入学試験の出願期間／
　9月24日（木）～10月15日（木）
▶第１次一般入学試験の出願期間／
　10月16日（金）～11月5日（木）
▶募集要項／地域産業振興課、宝石美
　術専門学校（甲府市）で配布
●問い合わせ先／宝石美術専門学校
  3055-232-6671 5055-233-6357

検 索宝石学校　受験

リニアどきどき体験乗車
希望者募集（山梨県民対象）
▶開催日・便数・募集数／
　11月20日（金）・6便・計300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14日（月）（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、同乗者の氏名･読み仮名･性別･ 
　年齢を記載。

検 索リニア推進課　体験乗車

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

※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

交通安全スローガン
　入賞したスローガンは、平成28年度か
ら5年間、各種広報活動に使用。最優秀
賞には賞金5万円を贈呈します。
▶応募期限／10月20日（火）（消印有効）
▶応募方法／はがき、規定の応募用紙
▶応募資格／県内在住・在勤・在学者
●問い合わせ先／交通対策推進協議会
　事務局（交通政策課内）
  3055-223-1353 5055-223-1335

検 索山梨　交通対策推進

募集

　「地域性から考える自殺対策～生き心
地の良い町を育むために～」をテーマに
開催します。
▶日時／9月3日（木）午後1時30分～4時
▶場所／甲府市総合市民会館
▶内容／講演「生き心地の良い町～日本
　で“最も”自殺の少ない町を調査して
　～」（講師：和歌山県立医科大学講師：
　岡 檀さん）、自殺対策活動紹介など
●問い合わせ先／障害福祉課
  3055-223-1495 5055-223-1464

まゆみ

スマート国勢調査！ インターネット回答がスタート
　今年10月１日を基準日とし、国の最も重要な統計
調査「国勢調査」が実施されます。今回の調査は、9月
10日から9月20日まで、インターネット（パソコン、ス
マートフォン）で回答できます。便利で簡単ですので、
ぜひご利用ください。
　なお、インターネットで回答されない場合は、紙の
調査票で、9月26日から10月7日までの間にご回答い
ただきます。
●問い合わせ先／統計調査課
  3055-223-1341 5055-223-1347

検 索国勢調査2015
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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
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山梨いまじん

染め職人　　　　　西　清志

めだかの学校校長　勝俣源一

陸上選手　　　　　安西飛呂

Mami

スマート国勢調査にご協力を!

子育て協働社会の構築

次世代フライホイール
蓄電システム

やまなし暮らし支援センター

萌木の村社長　　   舩木上次

ゴスペルシンガー
ゴスペルディレクター

●問い合わせ先／障害福祉課 3055-223-1461 5055-223-1464 検索山梨　障害福祉

　障害のある方の自立と社会参加をより一
層進め、県民の障害への理解をさらに深め
ていくため、第2回山梨県障害者芸術・文化
祭を開催します。さまざまなイベントを通し
て、多くの人と、心温まる交流を楽しみませ
んか。

9月4日（金）、5日（土）

◎神部冬馬さんのコンサート （4日・5日午後0時15分）
◎授産製品の展示・販売 （4日・5日）
◎ゆるキャラとのふれあい （4日・5日）
◎視覚障害者用囲碁大会 （5日）
◎バリアフリー映画上映会
　「みんなの学校」（5日午前10時）

◎講演：「必要のない人間は一人もいない」（4日午後1時30分）
　講師：日本福祉教育研究所  理事長   妹尾  信孝さん
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ふれあい交流　～新たな出会い、広がる理解～
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敷島緑陽園 Peace／音楽に合わせた創作ダンス

井上麻貴／朗読

理解と交流を深めるために理解と交流を深めるために
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渡辺智広／ダウン症者のドラム演奏

Kie & Vividboys／ダウン症者のリズムダンスパフォーマンス

あゆみキッズ／オリジナル曲などに合わせたダンスなど

ワイワイ／ハーモニカ演奏「春の小川」など

県立高等支援学校  桃花台学園／合唱・和太鼓演奏

障害福祉サービス事業所pal-pal／手話ソング「栄光の架け橋」など

住吉病院ケアセンター合唱グループ「そよ風ハーモニー」・バンドグループ
「住吉武田生き残りバンド」／合唱とバンド演奏

ハロハロ一番館ドレミステップ／
　　　　　　　J-POPや手話ダンスの要素を取り入れたオリジナルダンス

障害者芸術・文化祭開催第2回
山梨県

合唱･演奏会･コンサートなどの舞台発表

海外の障害者の芸術作品の展示

両日とも
午前10時～午後3時

山梨県防災新館

山交百貨店

日時 9月3日（木）～7日（月）場所 山交百貨店（甲府市）
第18回山梨県障害者文化展開催 障害者の芸術文化活動作品（書道、絵画、工芸、文芸など）の展示

舞鶴城
公　園

カザフスタンの障害者が描いた油絵「Japan“old Tokyo“2008」

渡辺智広さんのドラム演奏

やまなし大使 神部冬馬さんの
コンサートを開催

カルチャくんなど
人気のゆるキャラが登場！

障害のある方が真心を込めて作った
パンやお菓子を販売
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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


