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県立産業技術短期大学校
オープンキャンパス
▶日時／8月21日（日）午前10時～正午
▶会場／塩山キャンパス（甲州市）
　　　　生産技術科、電子技術科、観光
　　　　ビジネス科、情報技術科
▶内容／学校見学、体験実習、在学生と
　　　　の交流など
▶申し込み／電話、ファクス、メール
※なお、都留キャンパス（都留市）でも
　8月7日（日）に開催します。
●問い合わせ先／産業技術短期大学校
  30553-32-5201 50553-32-5203

検 索山梨　産短大

消費生活シンポジウム
「安心して暮らせる地域づくり」
▶日時／7月26日（火）
　　　　午後1時30分～4時
▶場所／県立文学館講堂（甲府市）
▶内容／講演（講師：山梨学院大学大学
　院法務研究科特任教授 込山芳行氏）、
　パネルディスカッション（山梨大学大
　学院総合研究部教育学域准教授 神
　山久美氏他）
　※事前申し込み不要
●問い合わせ先／消費生活安全課
  3055-223-1352 5055-223-1320

検 索やまなし消費生活シンポ

県立大学オープンキャンパス
▶日時／7月30日（土）、31日（日）
　　　　午後1時～4時
▶会場／■飯田キャンパス（甲府市）
　　　　　国際政策学部・人間福祉学部
　          ■池田キャンパス（甲府市）
　　        看護学部
▶内容／入試説明、学部紹介、模擬講
　　　　義、キャンパスツアー、在学生
　　　　との交流など
▶申し込み／大学ホームページから
●問い合わせ先／県立大学
  3055-224-5260 5055-224-5386

検 索山梨県立大

県立中央病院の医師が解説
県民のための“がん”セミナー
　がんの基礎知識、がん治療の進歩に
ついて分かりやすく解説します。
▶日時／7月16日（土） 午後2時～
　※9月、11月、2月にも開催予定
▶場所／県立中央病院（甲府市）
▶内容／講演「最新のロボット手術が変
　える 泌尿器科のがん治療」（講師：泌
　尿器科・横山仁副部長）、がん相談会
▶申し込み／ファクス、メール、はがき
　で参加者の氏名、住所、電話番号、が
　ん相談希望の有無を連絡
　宛先：〒400-8506 甲府市富士見1-1-1
　県立中央病院 企画経理課
●問い合わせ先／県立中央病院
  3055-253-7111 5055-253-8011

検 索山梨　がんセミナー

“看護の心”
体験発表と進路相談会
▶日時／7月23日（土）
　　　　午前9時20分～12時30分
▶場所／県看護協会（甲府市）
　※甲府駅北口から無料送迎バス運行
▶対象／看護職に関心のある、高校生
　や保護者、一般の方
▶内容／県内看護学校の紹介、看護体
　験コーナー、個別進路相談会など
　※事前申し込み不要
●問い合わせ先／医務課
  3055-223-1484 5055-223-1486

検 索山梨　看護の心

合同不動産公売を実施
　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／7月12日（火） 午後1時30分～
▶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が、事前に公売
　保証金の納付などが必要です。
●問い合わせ先／総合県税事務所
  3055-261-9120 5055-261-9127

検 索山梨　合同公売

若者・子育て中の方の
就労を支援します！
　やまなし・しごと・プラザ サテライト
では、若者（おおむね39歳まで）と子育
て中の方を対象に、就職や子育てに関
する相談から職業紹介までのサービス
をワンストップで行っています。
▶場所／富士急行線富士山駅ビル
　　　　「Ｑ－ＳＴＡ（キュースタ）」3階
▶開所時間／
　月～金：午前10時～午後6時30分
　　　土：午後1時～5時
　※併設しているハローワークは、月～
　　金曜日は午後5時15分まで、土曜日
　　は休業
●問い合わせ先／
　やまなし・しごと・プラザ サテライト
  30555-72-8803 50555-72-8806

検 索しごとプラザサテライト

ことぶきマスターを
募集します
　長年の経験で培った知識や技能をお
持ちの60歳以上の個人やグループを知
事が認定し、施設や地域のイベントなど
で活躍していただく制度です。
▶募集期間／～9月30日（金）
▶活動分野／音楽、手品、茶道、郷土史
　など
▶応募先／お住まいの市町村または県
　社会福祉協議会
●問い合わせ先／健康長寿推進課
  3055-223-1453 5055-223-1469

検 索ことぶきマスター

「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動

　6月20日から7月19日の1カ月間、麻
薬、覚醒剤、大麻などの薬物乱用防止を
一層促進するため「ダメ。ゼッタイ。」普
及運動を実施しています。
　近年、危険ドラッグの乱用者による事
件・事故が多発しています。危険ドラッグ
は毒性・依存性が強いものも多く、乱用
すると死に至ることもある極めて危険
な薬物です。
　「ダメ。ゼッタイ。」を合言葉に、薬物乱
用について正しい認識を身に付け、薬物
乱用を許さない社会環境をみんなでつ
くりましょう。
●問い合わせ先／衛生薬務課
  3055-223-1491 5055-223-1492

検 索ダメ　ゼッタイ

7月10日（日）は参議院議員通常選挙の投票日！

●問い合わせ先／県選挙管理委員会
  3055-223-1829 5055-223-1830
　または、お住まいの市町村の選挙管理委員会まで

投 票 時 間

期日前投票

午前7時～午後8時（一部地域を除く）

投票日に投票できない方が対象
▶期間／6月23日（木）～7月9日（土）
▶時間／午前8時30分～午後8時

投票日は
7月10日（日）
みんなで投票
大切な一票

一部を除く

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

7/ 4
7/11
7/18
7/25

7/ 6
7/13
7/20
7/27

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
わくドキやまなし

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん

起業支援

森のガイドウオーク

富士山保全協力金

やまなし水ブランド戦略

万年筆職人　　　  中川良一

パラ陸上競技
アスリート 五味翔太

湧水研究家　　　 山本茂弘

ミュージック・
ケアワーカー 新海陽子

タブレット端末で会員の情報を閲覧

出会いサポーター
同席のもとで、お見合い

　県が運営する「やまなし出会いサポートセンター」に自分のプロフィール
を登録すると、会員の中から会ってみたい相手を選び、お見合いを申し込む
ことができます。プライバシーの保護から、お付き合いのサポートまで、安心
して利用できるシステムがいっぱい。さあ、あなたも会員登録をして、出会
いの場を広げましょう。

出会いへ
一歩踏み出しませんか？
出会いへ
一歩踏み出しませんか？

婚活応援フェア開催 婚活応援隊・婚活応援企業を募集中！
▶日時／9月4日（日）午前10時～午後4時
▶場所／イオンモール甲府昭和 
　　　　1階 さくら広場
　　　　　（婚活情報展示ブース出展）
 　　 　  3階 イオンホール
　　　　　　（婚活に役立つセミナー開催）

▶婚活応援隊／結婚を希望する方や、その家族などに、県や市町村が実施す
　　　　　　　る結婚支援事業の情報を伝えていただける方

●問い合わせ先／県民生活・男女参画課 
　　　　　3055-223-1350 5055-223-1320

プライバシーは守られます

■ 開設時間／月曜日・火曜日：正午～午後5時
　　　　　　水曜日　　　　：正午～午後8時
　　　　　 土曜日・日曜日：午前10時～午後5時
　　　　　 ※木曜日・金曜日は休み
■所 在 地／甲府市中央4-12-21 甲府法人会館1階
　　　　3055-234-5790  5055-234-5791
※毎月第2・第4土曜日は、「ぴゅあ富士」に都留特設
　会場を設置

２０歳以上の独身の方なら、どなたでも会員になれます。
お互いの交際意思が確認できるまで、相手に氏名・電話番号などは伝えません。

個別ブースでじっくり閲覧できます

本人の意思を尊重します

センター内のプライベート空間で、会員の職業・学歴・喫煙の有無などの情報を閲覧
し、自分のこだわりポイントで会ってみたい相手を選べます。

お見合いの申し込みを承諾するか、また、お見合い後、交際するかどうかは、自分の意
思で決められます。無理に交際を勧めることはありません。

最後まで見守ります
担当の出会いサポーターがお見合いの日時調整を行い、当日も立ち会います。
また、交際がスタートしてからも、サポーターがさまざまな相談に応じます。

検 索婚活やまなし
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検 索出会いサポート
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▶婚活応援企業／結婚を希望する従業員に対し、県や市町村が実施する結
　　　　　　　　婚支援事業の情報提供や、婚活イベント・セミナーを実
　　　　　　　　施していただける企業や団体
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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


