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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合同就職フェア
▶対象／2020年3月大学等卒業予定者
（3年以内の既卒者を含む）
▶内容／企業採用担当者との面談、各
種相談コーナーなど
▶参加費／無料（事前申し込み不要）
甲府会場：ベルクラシック甲府（甲府市）
▶日時／3月4日
（月）
午後1時〜4時
（土）
▶日時／3月16日
午後１時30分〜4時30分
●問い合わせ先／労政雇用課

3055-223-1562 5055-223-1564

も

検索

り

森林の仕事エリア
ガイダンス

●問い合わせ先／
山梨県林業労働センター

3055-242-6667 5055-254-6020
林業振興課

3055-223-1648 5055-223-1679
林業労働

検索

知って、伝えて、広めよう
「やまなしの食」
「やまなしの食」
を考える
シンポジウム

本県には、各地に伝わる郷土食をはじめ、魅力的な食文化がありますが、
若い世代の皆さんが郷土食に接する機会が減少しています。このため、県
では、郷土食の魅力を改めて認識してもらい、次世代へ継承し、地域の活性
化や観光振興につなげていくため、さまざまな取り組みを行っています。

「やまなしの食」
として167品目を認定

ご参加を
お待ちして
います！

「やまなしの食」に対する理解を深めていただ
き、地域における継承活動につなげていくことを
考えるシンポジウムを開催します。
▶日時／2月5日
（火）午後1時〜4時
▶会場／県立文学館講堂（甲府市）
▶内容／食の伝承マイスター認証式、講演、
パネル
ディスカッションなど
※入場無料、当日参加可
やまなしの食 シンポ

検索

山梨の数ある郷土食のうち、特に継承に取り組んでいく167 品目を「やまなし

庭で作る機会を増やすため、
「親子料理教室」などを開催しています。

■ 山梨県食生活改善推進員連絡協議会
（「やまなしの食」全般）

■ 上野原せいだのたまじ本舗
（せいだのたまじ）
■ 県立ひばりが丘高等学校うどん部
（吉田のうどん）

鳥もつ煮

吉田のうどん

せいだのたまじ

「やまなしの食」の魅力を発信

（富士河口湖町）

▶内容／雑貨店や飲食店が多数出店す
る
「富士山の麓deマルシェ」、
フリーマ
ーケットなど

ました。今後も郷土料理のレシピを掲載していきますので、ぜひご覧ください。

不法投棄監視協力員募集
▶対象／満20歳以上の県内在住者
▶募集人数／100名程度
▶募集期間／〜2月28日
（木）
▶活動内容／不審車両や不法投棄の現
場を発見した場合の通報など
▶応募方法／山梨県電子申請サービス
「やまなしくらしねっと」または、各林
務環境事務所環境課の窓口で

りが「やまなしの食」
について改めて認識し、その魅力をＰＲしていきましょう。

検索

食がつなぐ人と未来
〜健康寿命日本一の富士の国やまなしから全国へ〜

■ 内容／著名人による講演やセミナー、
山梨の郷土食を味わえるコーナーのほ

か、県内各地でさまざまなイベントを実施する予定です。お楽しみに!
食育推進全国大会

3055-223-1352 5055-223-1320

魅力再発見

山梨

検索

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

不法投棄

協力員

検 索

「世界腎臓Day2019in山梨」
重症化すると透析に至るＣＫＤ
（慢性
腎臓病）。県民の皆さんに腎臓や、
ＣＫＤ
のことを知ってもらうイベントです。
▶日時／2月17日
（日）
午前10時〜午後4時30分
▶場所／イオンモール甲府昭和（昭和町）
▶内容／ＣＫＤに関する展示や講演会
医師・管理栄養士による健康・栄養相
談など
●問い合わせ先／健康増進課

3055-223-1493 5055-223-1499
山梨 ＣＫＤ

検 索

県民の皆さんのご意見を
募集しています
現在、県議会で制定を進めている
「山
梨 県 県 産 木 材 利 用 促 進 条 例（ 仮 称 ）」
（骨子）へのご意見を募集しています。
詳細は、県議会のホームページをご覧
になるか、議事調査課までお問い合わ
せください。
▶募集期間／〜2月8日
（金）

3055-223-1813 5055-223-1817
山梨県議会

検索

えとろふ

検 索

山梨県文化芸術基本条例
を施行
心豊かな県民生活と活力ある地域社
会の実現を目指し、文化芸術の振興に
関する基本理念や県の責務などを定め
た条例を平成30年12月25日に施行しま
した。
山梨の文化芸術に誇りを持ち、文化
芸術活動を推進していきましょう。

●問い合わせ先／広聴広報課

●問い合わせ先／生涯学習文化課

北方領土

3055-223-1797 5055-223-1320
山梨

検索

山梨県のテレビ広報番組

また、6 月には、本県で第 14 回食育推進全国大会を開催します。県民一人ひと

やまなしの食

くなしり

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？
※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 2 月7 日が「北方領土
の日」
と定められています。

山梨

料理レシピのコミュニティーウェブサイト
「クックパッド」
に本県のページを開設し

第14回食育推進全国大会 in やまなし

しこたん

採用ガイダンス

●問い合わせ先／
議会事務局 議事調査課

3055-223-1339 5055-223-1525

「やまなしの食」の魅力を広く発信し、本県のＰＲ、観光振興を図っていくため、

発行：山梨県広聴広報課

▶日時／2月23日
（土）、24日
（日）
午前9時〜午後3時
▶場所／富士山世界遺産センター

はぼまい

■ 甲府鳥もつ煮でみなさまの縁をとりもつ隊
（鳥もつ煮）

●問い合わせ先／消費生活安全課

世界遺産富士山を後世に引き継ぐこ
とを目的に定めた「富士山の日」を記念
して開催します。

2月7日は「北方領土の日」

■
（公社）山梨県栄養士会（「やまなしの食」全般）

■ メイン会場／アイメッセ山梨
（甲府市）

富士山の日フェア2019

富士山の日フェア 2019

ほうとう

6月29日（土）、30日（日）

山梨

30555-72-0259 50555-72-0211

食の伝承マイスター認証団体

■ 開催日／

検索

●問い合わせ先／
富士山世界遺産センター

でいる5 団体を「食の伝承マイスター」に認証。さらに、郷土食について学び、家

大会マスコットの
「ふじぺろりん」
です。
みんなで遊びに来てね！

3055-223-1773 5055-223-1775

念品もプレゼントします。

また、
「やまなしの食」の調理技術の普及などの継承活動に積極的に取り組ん

クックパッド 山梨県のキッチン

●問い合わせ先／社会教育課

ター南館を無料開放します。また、記

ムページで公表しています。

3055-223-1821 5055-223-1819

山梨

※ 23日は、有料の富士山世界遺産セン

の食」に認定。そのうちの代表的な47 品目を「特選やまなしの食」に選定し、ホー

（木）
▶日時／3月7日
午後1時30分〜4時30分
▶募集人数／200名（先着順）
▶申込期間／〜2月26日
（火）

3055-223-1517 5055-223-1507

▶対象／概ね60歳以上の県内在住者
▶募集期間／
2月1日（金）〜3月15日（金）
（定員に満たない教室は募集を延期）
▶基本学習費／16,000円
▶応募方法／入学願書を各教室へ持参
■ 甲府教室：山梨ことぶき勧学院
（甲府市）
■ それ以外の教室：各教育事務所

山梨ことぶき勧学院

甲府会場：県立図書館（甲府市）

●問い合わせ先／環境整備課

山梨ことぶき勧学院
2019年度学生募集
親子料理教室でやはたいもの芋煮汁を作る参加者

▶日時／3月3日
（日）
午後1時30分〜4時30分
▶募集人数／120名（先着順）
▶申込期間／〜2月21日
（木）

●問い合わせ先／人事委員会事務局

▶日時／2月11日
（月・祝）
午後1時30分〜4時
▶場所／山梨県ＪＡ会館（甲府市）
▶内容／林業労働センターによる就業
相談、県内11事業体の説明会など
▶参加費／無料（事前申し込み不要）

山梨

▶内容／平成31年度職員採用試験日程
・試験制度の説明、職員による業務説
明、個別相談など
▶参加費／無料
▶申込方法／山梨県電子申請サービス
「やまなしくらしねっと」
から
東京会場：都道府県会館（千代田区）

東京会場：ベルサール新宿グランド（新宿区）

やまなし 就職応援

山梨県職員採用
ガイダンス

文化芸術基本条例

※番組内容が変更になる場合があります

わくドキやまなし

山梨いまじん

YBS

UTY

4
2/11
2/18
2/25
2/

月曜日 PM6：57〜7：00
冬のあったか御湯印めぐり！
山梨県文化芸術基本条例
サイバーセキュリティ対策
いのちを守る

当番組は
「わくドキやまなし」
ブログでも
ご覧になれます！ わくドキやまなし
検 索

Fax: 055-223-1525

6
2/13
2/20
2/27
2/

検 索

水曜日 PM6：55〜7：00
山本

圭介

日本酒醸造責任者 北原

亮庫

山梨県食生活改善推進員
藤澤
連絡協議会会長代行

惠子

大月DMO推進協議会
佐藤
会長

茂幸

甲斐けもの社中

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

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

検索

