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成長分野・ものづくり企業等
合同就職フェア
　金属製品製造業、電気機械器具製造
業、情報サービス業などで活躍する企業
が参加する就職フェアです。
▶日時／11月21日（木） 午後1時～4時
▶場所／ベルクラシック甲府（甲府市）
▶対象／2020年3月大学等卒業予定者、
　一般求職者、U・Ⅰターン就職希望者
▶内容／企業説明や面談、各種相談コ
　ーナーなど
▶参加費／無料（事前申し込み不要）
●問い合わせ先／労政雇用課
  3055-223-1562 5055-223-1564

検 索山梨　就職応援

県立農業大学校入学生募集（前期）
▶試験日／12月4日（水）
▶出願期間／11月7日（木）～20日（水）
▶受験資格／高等学校または中等教育
　学校を卒業した者（令和2年3月卒業
　見込みの者を含む）など
▶試験内容／
　[養成科] 国語総合（古文・漢文は除く）、
　　　　　数学Ⅰ、小論文、面接
　[専攻科] 小論文、面接、農業基礎（該当
　　　　　者のみ）
●問い合わせ先／農業大学校
  30551-32-2269 50551-32-2034

検 索山梨　農大

公立学校期間採用・任期付
任用教職員等選考検査
▶検査日／12月14日（土）、15日（日）
▶受付期間／～11月15日（金）
▶実施要項／各教育事務所、各県立学
　校などで配付（義務教育課のホーム
　ページからダウンロード可）
●問い合わせ先／義務教育課
  3055-223-1757 5055-223-1759

検 索山梨　義務教育

外国人留学生就職セミナー
　外国人留学生の県内就職を支援する
ためのセミナーです。
▶日時／11月14日（木）
　　　　午後5時～7時30分
▶場所／ベルクラシック甲府（甲府市）
▶対象／県内企業への就職を目指す外
　国人留学生
▶内容／講演「日本での就職活動の方
　法と準備」（講師：（一社）留学生支援
　ネットワーク事務局長 久保田学氏）、
　パネルディスカッションなど
▶参加費／無料（事前申し込み不要）
　※参加者に就職活動ハンドブックをプ
　レゼントします
●問い合わせ先／外国人材受入支援課
  3055-223-1539 5055-223-1516

検 索山梨　外国人留学生就職セミナー

クリーンエネルギーフェスティバル
　クリーンエネルギーについて、楽しみ
ながら学べる体験参加型イベントです。
▶日時／11月9日（土）
　　　　午前10時～午後3時
▶場所／企業局発電総合制御所・クリー
　ンエネルギーセンター（甲斐市）
▶内容／燃料電池自動車試乗体験、紙
　すき体験など
●問い合わせ先／企業局発電総合制御所
  3055-278-1211 5055-278-1210

検 索山梨　エネルギーセンター

合同不動産公売
　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／11月12日（火） 午後1時30分～
▶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

検 索山梨　合同公売

皆さんのご意見を募集
①山梨県地域福祉支援計画（改定）（素案）
②山梨県緑化計画（中間見直し）（素案）
③やまなし農業基本計画（素案）
に対して、ご意見を募集します。資料は、
県ホームページのほか、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／
　①③11月7日（木）～11月20日（水）
　②～11月11日(月)
●問い合わせ先／
　①福祉保健総務課 3055-223-1443 
　②みどり自然課 　3055-223-1523 
　③農政総務課 　3055-223-1583

検 索山梨　パブコメ

親向け子どもの婚活応援セミナー
　親として子どもの結婚活動を支援する
ためにスキルアップを図るセミナーです。
▶場所・日時／
　■南都留合同庁舎（都留市）
　　11月16日（土） 
　　午後1時30分～3時30分
　■韮崎市交流センターニコリ（韮崎市）
　　11月17日（日）
　　午後1時30分～3時30分
▶対象／独身の子を持つ親御さん、知
　り合いに独身者のいる方
▶内容／講演「未婚の子どものために
　親ができること」（講師：山梨恋活コミ
　ュニティ代表 入倉秀氏）、やまなし出
　会いサポートセンターの紹介、お悩み
　相談、出会いサポートセンター体験
▶参加費／無料
▶申込方法／電話、ファクス、郵送、ポー
　タルサイト「婚活やまなし」の申し込
　みフォームから
▶申込期間／～11月11日（月） 午後4時
●問い合わせ先／子育て政策課
  3055-223-1412 5055-223-1475

検 索婚活やまなし　親向け

「山梨えるみん」認定制度スタート
　女性活躍推進に積極的に取り組む企
業などを、県が独自認定し応援します。
▶対象／県内に本社があり、常時雇用労
　働者を有する企業、法人、団体など
▶受付開始／11月1日（金）～
▶認定要件／平均勤続年数の男女比
　など県が定める認定基準5項目のうち
　3項目以上を満たしていること
▶申請方法／郵送、持参
●問い合わせ先／県民生活・男女参画課
  3055-223-1358 5055-223-1320

検 索山梨えるみん

住宅用火災警報器の設置と点検が
あなたと家族を守ります　　　
　煙を感知して火災を早期に発見し、警
報を発する住宅用火災警報器は、素早
い避難を促し、被害の軽減にもつながる
ため、全ての住宅に設置が義務付け
られています。
　既に設置している住宅でも日ごろか
ら点検を行い、また電池切れや機器内部
の電子部品の劣化などの可能性がある
ため、10年を目安に機器の交換などを
お願いします。
●問い合わせ先／消防保安課
  3055-223-1430 5055-223-1429

検 索山梨県　住宅防火

11月20日は「県民の日」
　県民の日を中心に、県有施設・市町村
有施設の無料開放、協賛行事、記念行事
を行います。

検 索山梨　県民の日

▶日時／11月16日（土）、17日（日）
　　　　午前10時～午後3時30分
▶場所／小瀬スポーツ公園（甲府市）
▶内容／県内の特産品販売、各種体験・
　相談コーナーなど
●問い合わせ先／県民生活・男女参画課
  3055-223-1350 5055-223-1320

県民の日記念行事「交流広場」

JR中央線不通による通学困難者に宿泊費を支援
　台風19号に伴うJR中央線不通の影響で、県内から東京方面の大学への通学が困
難となった学生などに、市町村と協力して、宿泊費を支援します。
▶対象者／東京方面の大学や専門学校、高校などへ10月15日（火）～18日（金）に通
　学するため、10月14日（月）～17日（木）に宿泊施設を利用した方
▶補助額／上限5千円（1泊につき）
▶申請受付先／在住する市町村　※詳細は市町村に確認してください
●問い合わせ先／交通政策課
  3055-223-1665 5055-223-1335 検 索山梨　県外通学困難

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

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
前進！やまなし

11/ 6
11/13
11/20
11/27

山梨県のテレビ広報番組

検 索前進！やまなし 検 索山梨いまじん

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん

※番組内容が変更に
　なる場合があります

やまなし文化芸術推進月間

県立文学館開館30周年

山梨「ワイン県」宣言

登山計画書提出義務化

新田　道代

伊藤　優里

太田　泰友

斉藤　花耶

フラメンコ舞踊家

フルート奏者

ブックアーティスト

高校生歌手

県立韮崎工業高校太鼓部の和太鼓演奏県立韮崎工業高校太鼓部の和太鼓演奏

ライラックのステージ

県立甲府西高校書道部の書道パフォーマンス

やまなし県民文化祭いけばな体験教室

県民文化芸術ひろば

　県では、文化芸術が心豊かな県民生活と地域社会の活力向上に役
立つと考え「山梨県文化芸術基本条例」を制定しました。11月を「やま
なし文化芸術推進月間」と定め、県民が文化芸術への関心と理解を深
め、取り組む意欲を高められるよう、集中的にイベントを開催します。
第19回やまなし県民文化祭は通年開催中です。この機会に文化芸術
に親しみませんか。

●問い合わせ先／生涯学習文化課 3055-223-1319 5055-223-1320

11月は「やまなし文化芸術推進月間」11月は「やまなし文化芸術推進月間」

▶日時／11月10日（日） 正午～午後4時
▶場所／県庁噴水広場（甲府市）
▶内容／●和太鼓演奏（県立韮崎工業高校太鼓部）

●書道パフォーマンス（県立甲府西高校書道部）
●弾き語り（ライラック）
●複合芸術パフォーマンス・書道体験　（FLAP&Solace）
●歌唱（甲斐清和高校音楽科  斉藤花耶さん）
●ダブルダッチパフォーマンス・体験会（山梨大学跳縄舞）
●アートワークショップ・絵画展示（山梨大学井坂研究室）
●学生制作のジュエリー展示（県立宝石美術専門学校）
●写真展（山梨県高等学校文化連盟写真専門部）  など

やまなし文化フォーラム
▶日時／11月24日（日） 午後1時～4時
▶場所／県立文学館講堂（甲府市）
▶内容／●講演「私が影響を受けた山梨の文化芸術」

   講師  藤巻亮太氏（ミュージシャン）
●パネルディスカッション「文化芸術で山梨を元気に！」
   出演 藤巻亮太氏、神永学氏（小説家）、県内の高校生や大学生　　
   司会進行  河西歩果氏（キャスター）

河西歩果氏神永学氏藤巻亮太氏

検 索やまなし　文化芸術

検 索やまなし　文化芸術推進

文化芸術で心豊かな生活を文化芸術で心豊かな生活を

▶定員／500名（先着順）
▶参加申し込み／ファクス、郵送、メール、ホームページの申し込みフォームから

アコースティック音楽祭 11月3日（日・祝） 午後0時25分～3時50分 東京エレクトロン
　　韮崎文化ホール（韮崎市）

11月4日（月・振休）～10日（日） ※5日は休館日
午前9時～午後5時（入館は4時30分まで）
※10日は午後3時まで

県立美術館（甲府市）

洋舞公演・
ダンスフェスティバル 11月9日（土） 午後5時～6時40分 甲府市総合市民会館（甲府市）

書道展
11月13日（水）～19日（火） ※18日は休館日
午前9時～午後5時（入館は4時30分まで）
※19日は午後3時まで

県立美術館（甲府市）

ロックフェスティバルin桜座 11月16日（土） 午後1時～8時50分 桜座（甲府市）
朗読フェスティバル 11月23日（土・祝） 午後1時～3時30分 県立文学館（甲府市）
太鼓部門公演 11月24日（日） 午後0時30分～4時30分 YCC県民文化ホール（甲府市）

山梨フラワーデザイン展 11月30日（土）～12月1日（日）
午前10時～午後7時 甲府市総合市民会館（甲府市）

吟剣詩舞道大会 12月1日（日） 正午～午後4時 県立文学館（甲府市）

美術展

第19回 やまなし県民文化祭は年間を通じて開催中
　「くらしに文化が根づくやまなし」を目指し、県民の皆さんが参加し、地域間の交流をしながら
文化を創造していくため、1年を通じて文化芸術の発表や展示を行っています。

各分野の第一線の作品が一堂に会する総合フェスティバル

11月以降の開催イベント

総合舞台 総合展示▶開催日／令和2年2月23日（日・祝）
▶場所／YCC県民文化ホール（甲府市）
▶内容／それぞれの分野が特徴を生かし、舞台発表
　で共演

▶開催日／令和2年1月23日（木）～28日（火）　※27日は休館日
▶場所／県立図書館（甲府市）
▶内容／美術･書道･写真･華道・フラワーデザイン・ハンドクラフト分野が
　作品展示で共演

総合フェスティバル総合展示

総合フェスティバル総合舞台
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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


