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　山梨の自然が育む良質な水を守り育
てる「育水」の取り組みの一環として、9
月19日を「育水の日」としたことを記念
し、イベントを開催します。
▶日時／9月15日（土）
　　　　午前10時～午後4時
▶場所／県庁噴水広場（甲府市）
▶内容／ミネラルウオーター、日本酒な
　ど水関連企業による県産品販売、甲
　府市民吹奏楽団による山梨の水をテ
　ーマにしたオリジナル曲の演奏、ラジ
　オ番組の公開生放送など
●問い合わせ先／森林環境総務課
  3055-223-1657 5055-223-1636

「育水の日」記念イベント

検 索名水の地　山梨

　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。
▶日時／9月8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、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

富士ふれあいの村まつり

検 索富士ふれあいの村まつり　

　9月20日～26日は「動物愛護週間」で
す。動物への関心と理解を深めるため、
開催します。
▶日時／9月23日（日）
　　　　午前10時～午後3時
▶場所／昭和町総合体育館（昭和町）
▶内容／動物愛護活動紹介、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

動物愛護デー

検 索山梨　愛護デー

　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11日（火）
　　　　午後1時30分～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

不動産公売を実施

検 索山梨　不動産公売

　9月28日で開館5周年を迎えることを
記念し、イベントを開催します。
▶日時／9月29日（土）、30日（日）
　　　　午前10時～午後5時（最終入館）
▶場所／山梨ジュエリーミュージアム
　　　　　（甲府市）
▶内容／トークイベント「技術と表現の
　あいだ～山梨ジュエリーの未来を考
　える～」（出演：飯野一朗館長、山梨の
　ジュエリー職人3名）、当館所蔵ジュエ
　リーの試着体験、お楽しみ抽選会など
※トークイベントは、29日（土）午後1時
　30分～3時30分、ジュエリーミュージ
　アム隣のやまなしプラザで開催
※参加無料、申し込み不要
●問い合わせ先／
　山梨ジュエリーミュージアム
  3055-223-1570 5055-223-1572

山梨ジュエリーミュージアム
開館5周年記念イベント

検 索ジュエリーミュージアム

いのちのセーフティ
フォーラム2018

検 索山梨　いのちのセーフティ

　9月10日～16日は「自殺予防週間」で
す。多くの方に命の大切さについて改め
て考えてもらうため、開催します。
▶日時／9月9日（日）
　　　　午後1時30分～4時
▶場所／県立大学飯田キャンパス（甲府市）
▶内容／講演「悲しみの先に見つけた
　小さな光」（講師：フォトジャーナリス
　ト・ライター 佐藤慧氏）、民間団体・県
　の取り組み紹介など
▶参加申し込み／電話、ファクス、メール
※参加無料
●問い合わせ先／障害福祉課
  3055-223-1495 5055-223-1464

けい

▶採用予定人員／1名
▶受験資格／
①平成31年3月31日現在、65歳未満で
　医師免許を有する方
②精神科の診療に十分な経験を有する方
▶試験日／11月4日（日）
▶受験申し込み締切／10月22日（月）ま
　でに持参または郵送（消印有効）
●問い合わせ先／福祉保健総務課
  3055-223-1441 5055-223-1447

山梨県職員（精神保健福祉
センター所長）募集

検 索山梨　精神センター所長採用

　9月は「食の安全・安心推進月間」で
す。食の安全・安心や食育に対する知識
や理解を深めてもらうため、開催します。
▶日時／9月12日（水）
　　　　午後1時～4時30分
▶場所／県立文学館講堂（甲府市）
▶内容／講演「ガッテン流・食育の極意
　教えます！！～おいしく食べて元気モリ
　モリ～」（講師：元ＮＨＫ「ためしてガッ
　テン」専任ディレクター 北折一氏）、優
　良活動表彰、活動事例発表など
▶参加申し込み／電話、ファクス
※参加無料
●問い合わせ先／消費生活安全課
  3055-223-1588 5055-223-1320

やまなし食の安全・食育推進大会

検 索山梨　食の安全　大会

▶開催日・便数・募集数／
　11月13日（火）・6便・432区画
▶応募単位・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
▶応募期限／～9月10日（月）
　（はがきでの応募は当日消印有効）
▶応募資格／県内に住所を有する方
　（同乗者も含めて全員）
▶応募方法／往復はがきの往信欄また
　はホームページからの応募フォーム
　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･電話番号、同乗者の氏名･読み
　仮名･性別･年齢・在住市町村名を記載。

リニアどきどき体験乗車
希望者募集 （山梨県民対象）

〒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

※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

　県と南アルプス市では、南アルプスユ
ネスコエコパーク内にある北伊奈ヶ湖
で、自然に親しみ、環境保全について学
ぶため、さかな観察会を開催します。
▶日時／9月29日（土） 
　　　　午前9時～11時30分
▶場所／北伊奈ヶ湖、エコパ伊奈ヶ湖
　　　　　（南アルプス市）
▶内容／北伊奈ヶ湖に生息する外来魚
　の生態調査など
▶定員／70名（先着順）
▶参加申し込み／電話

北伊奈ヶ湖 さかな観察会

検 索山梨　みどり自然課

※参加無料
●問い合わせ先／みどり自然課
  3055-223-1520 5055-223-1507

南アルプス市ユネスコエコパーク推進室
TEL 055-282-7261

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

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
わくドキやまなし

※番組内容が変更になる場合があります

富士北麓公園　屋内練習走路

富士の国やまなし
観光キャラバン隊長 武田 　菱丸

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん
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救急車の適正利用

ベトナム・フィリピン
　　　　　　トップセールス1
ベトナム・フィリピン
　　　　　　トップセールス2

ピアニスト 倍田 　敏江

建築家 千葉 　健司

ドメーヌ・デ・テンゲイジ
代表 天花寺 弓子

　2020年東京五輪の自転車ロードレースで、道志村と山
中湖村を通過するコースが決定されました。県内で五輪
競技が開催されるのは初めてのことです。
　県では、五輪開催を契機に、富士山をはじめとする本県
のさまざまな魅力を国内外に発信していきます。県民一
丸となって大いに盛り上げていきましょう。

　コースは、武蔵野の森公園（東京都）をスタートし、神奈川
県、山梨県を通り、富士スピードウェイ（静岡県）にゴールす
る、男子・約244キロ、女子・約147キロ（いずれもパレード走
行10キロを含む）。スタートからゴールまでの上った高さの
合計を示す「獲得標高」は、記録が残る2008年北京五輪以降
では最高となる、男子・約4865メートル、女子・約2692メート
ルと、起伏が激しく難易度の高いルート設定です。
　レースが行われるのは、男子が2020年7月25日、女子が翌
26日。富士山を望む絶好のロケーションの下、激しいレース
展開が予想されます。

コース概要

　世界的に人気が高い自転車ロードレース。時速100キロを
超えるダウンヒルスピード、獲得標高が4000メートルを超え
る過酷なコースを疾走する身体能力など、その圧倒的な迫
力はこの競技の大きな魅力です。
　今後、こうした競技の魅力や見どころ、コース概要などを
分かりやすく紹介する動画を制作し、今年12月には、県ホー
ムページで公開する予定ですので、ぜひご覧ください。

　コースの決定を受け、大会成功に向けた助言などを行う
アドバイザーに、甲府市在住の今中 大介さんを委嘱しまし
た。今中さんは、世界最高峰の自転車ロードレース「ツール・
ド・フランス」に日本人として戦後初めて出場した元プロロ
ードレーサーで、県内における機運醸成のためのＰＲや、県
内コースを含む山梨の魅力の国内外への発信も行います。
　今後、県では、県民総参加で五輪を盛り上げていくため、
さまざまな取り組みを行っていきますので、県民の皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。

癒し

荘厳

自転車ロードレースの魅力

今中 大介さんがアドバイザーに

●問い合わせ先／オリンピック・パラリンピック推進室 3055-223-1519 5055-223-1578 検 索山梨　第32回オリンピック

自転車ロードレースのコース決定！

アドバイザーの委嘱を受ける
今中 大介さん

五輪開催の決定を祝う横断幕の除幕式（県庁）

道志村、山中湖村を通ることが決まった
ロードレースコース（国道413号）

－初めて山梨が五輪競技の会場に－
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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


