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愛宕山こどもの国
4055-253-5933

県立博物館
4055-261-2631

富士川クラフトパーク
40556-62-5545

曽根丘陵公園
4055-266-5854

県立博物館
4055-261-2631

金川の森
40553-47-2805

山梨ジュエリーミュージアム
4055-223-1570

リニア見学センター
40554-45-8121
県民の森
4055-283-5718
富士山科学研究所
40555-72-6203

県立科学館
4055-254-8151

県立科学館
4055-254-8151

県立美術館
4055-228-3322

県立考古博物館
4055-266-3881

県立文学館
4055-235-8080

ゴールデンウイーク中（5/3～5）の主なイベント
開催日 イベント名 会場・問い合わせ先

4～5

風土記の丘こどもまつり

かいじあむ こどもまつり

愛宕山こどもフェスティバル

わんぱく祭り

ジュエリー制作体験

自然体験ウイーク

ゴールデンウイークイベント

クラフトウイーク

森のガイドウオーク

スペースシアター「小さな世界はワンダーランド」ほか

ゴールデン・サイエンスショー

特別展「ルネサンスの巨匠　ミケランジェロ展」

特別展「武田二十四将－信玄を支えた家臣たちの姿－」

特設展「辻嵐外　甲州の近世俳人」

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

4～5

検 索山梨　富士山　景観配慮条例

「麓は春でも山は冬」
山岳遭難にご注意を！
　ゴールデンウイークなどに登山やハ
イキングを計画されている方は、安全で
楽しい登山となるよう、次のことにご注
意ください。
①単独登山はやめましょう
②天候が崩れそうなときは、引き返す
　勇気を持ちましょう
③登山計画書の提出や、インターネッ
　ト登山届システム「コンパス」で登山
　届・下山通知をしましょう
④春山だからと過信せず、万全な状態
　で入山しましょう
⑤自己責任と自力救助の意識を持ち、
　安全な登山をしましょう
●問い合わせ先／警察本部地域課
  3055-221-0110（代）

検 索山梨 山岳情報

富士山景観配慮条例に
関する説明会を開催
▶会場・日時／
　〈甲府会場〉
　　風土記の丘研修センター 講堂
　　5月12日（木）午後1時30分～3時
　〈富士河口湖会場〉
　　勝山ふれあいセンター２Ｆ 研修室
　　5月18日（水）午後1時30分～3時
▶対象／どなたでも参加できます
▶定員／甲府会場70人、富士河口湖会
　場60人（いずれも先着順）
▶申し込み方法／参加申込書を郵送・
　ファクス・メールのいずれかで提出
●問い合わせ先／世界遺産富士山課
  3055-223-1330 5055-223-1781

検 索山梨　パブコメ

皆さんのご意見を募集中
　「甲府城周辺地域活性化基本計画（素
案）」に対してご意見を募集しています。県
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。
▶募集期間／～5月26日（木）
●問い合わせ先／都市計画課
  3055-223-1716 

県職員採用試験（大学卒業程度）
間もなく受け付け開始
▶第１次試験／6月26日（日）
▶受験資格／昭和56年4月2日から平成
　7年4月1日までに生まれた方（受験資
　格が異なる職種もあります）
▶受付期間／5月16日（月）～6月1日（水）
　※ネット受け付けは5月25日（水）まで
▶募集職種や人数など／試験案内や
　ホームページに掲載
▶試験案内・申込書の配布／県庁1階総
　合案内、人事委員会事務局、各地域県
　民センターなどで5月16日から配布
●問い合わせ先／人事委員会事務局
  3055-223-1821 5055-223-1819

検 索山梨　採用サイト

▶開催日・便数・募集数／7月26日（火）
　27日（水）に各6便　計680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／～5月22日（日）（消印有効）
▶応募資格／県内に住所を有する方（同
　乗者全て）
▶応募方法／往復はがきの往信欄に
　「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。

リニアどきどき体験乗車
希望者募集 （山梨県民対象）

※乗車日は選べません。
※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

お忘れなく！ 自動車税納付は
5月31日まで
　自動車税は、4月1日に運輸支局に登
録されている自動車の所有者に対して
課税されます。5月上旬にお手元に届く
納税通知書により、5月31日（火）まで
に納めてください。　　
　金融機関、県税事務所のほか、下記の
コンビニでは、全国どの店舗でも納付で
きます。
▶セブン-イレブン、ロー
　ソン、ファミリーマー
　ト、デイリーヤマザキ
　など
●問い合わせ先／自動車税センター
  3055-262-4662 5055-263-2421

検 索山梨　自動車税

ふもと

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

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん

自然体験施設　　　福嶋孝一

洋蘭生産・販売　　 松村秀彦

嘱託警察犬指導手　田邊純一

刀　匠　　　　　　加藤清志

5/ 4
5/11
5/18
5/25

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
わくドキやまなし

クニマス展示館オープン

地域限定特例通訳案内士

やまなしエネルギービジョンに基づく取り組み

受動喫煙の防止

自動車税の期限内納付

5/ 2
5/ 9
5/16
5/23
5/30

クニマス展示館
甲府方面

富岳風穴前
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河口湖西湖

河口湖
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西湖ネイチャー
センター内

水槽展示コーナー

西湖周辺のジオラマ

クニマス展示館

クニマス年表パネル

絶滅魚とされたクニマスの生息が確認された西湖

クニマスの生態に迫る
クニマス研究室
　田沢湖での絶滅から西湖での発見に至るまでの経緯や、県で取り
組むクニマスの保全と人工増殖を、時系列にした年表パネルで紹
介。
　また、クニマスシアターでは、クニマスの歴史や発見とその謎の
生態、クニマスが生きる西湖の四季について紹介しています。

西湖周辺の自然を学習
　パソコンを使って西湖の自然を学習できるコーナーや、ネイ
チャーガイドが、西湖の自然などについて分かりやすく説明するレク
チャールームなども用意しています。

泳ぐクニマスを間近で見られる
「クニマス水槽展示」
　静かな西湖でその命をつないできたクニマスをはじめ、ヒメマス
やオイカワなど西湖に生息する魚を展示しています。また、現在の西
湖周辺の地域をジオラマにより再現し、地勢についても分かりやす
く学ぶことができます。

　幻の魚クニマスの生態に迫る「クニマス展示館」が西
湖ネイチャーセンター内にオープンしました。 秋田県の
田沢湖のみに生息したといわれるクニマスが、なぜ遠く
離れた西湖で見つかったのか？ 70年もの間、なぜ西湖
で生きてこられたのか？ クニマスのさまざまな不思議
について学んでみませんか。

■ 入 館 料／無料
■所 在 地／南都留郡富士河口湖町西湖2068

西湖のほとりにオープン
～奇跡の魚～クニマス展示館

■ 開館時間／午前9時～午後5時
■休 館 日／なし
※冬季期間（12月～3月）は、開館時間、休館日
に変更があります。

■ 問い合わせ先／クニマス展示館
　30555-82-3111 50555-82-3112

うお
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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


