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

11月号

生まれ変わる
県庁敷地全体の愛称を募集

vol.139

来年 4 月、山梨県庁の敷地は歴史と
文化の香りが漂う、憩いの場として生ま
れ変わります。誰もが気軽に立ち寄りた
くなるような愛称を募集します。
▶応募期間／〜11月25日
（水）
※当日消印有効
▶応募方法／愛称・氏名・住所・連絡先・
年齢・性別を明記し、郵送・メール・持
参。県庁舎などに設置してある応募箱
とうかん

への投函もできます。

地元就職をサポート！
親子Ｕターン就職セミナー
▶日時／11月15日
（日）午後1時〜3時
▶場所／県立図書館（甲府市）
▶対象／県外の大学などに在学する学
生およびその保護者
※保護者のみの参加も可
▶内容／就職活動の流れと企業の動向、
県内企業の魅力、
Ｕターン就職につい
て親ができることなどの説明
●問い合わせ先／労政雇用課

3055-223-1562 5055-223-1564
やまなし 就職応援

●問い合わせ先／管財課

3055-223-1326 5055-223-1379
山梨

愛称募集

検索

県内でお得に宿泊
ふるさと旅行券発売中
県内の宿泊施設などを割引料金で利
用できます。
▶利用期間・割引率／
■ 通年用：〜平成 28 年 2 月29日
（月）
・

30％
■ 冬季用：12 月1日
（火）〜平成28年 2
月29日（月）
・50％
（木）
▶販売期間／〜平成28年2月25日
※購入方法など詳細は県ホームページ
でご確認ください。

●問い合わせ先／
観光企画・ブランド推進課

やって来ました新酒の季節！
山梨のワインを満喫しよう
80 余りのワイナリーが集まるワイン王国山梨に、今年も新酒の

検索

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14日
（土）
午前10時〜午後3時
▶場所／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／ソーラー電車の運行、サイエ
ンスショー、紙すき体験など

3055-278-1211 5055-278-1210
山梨 エネルギーセンター

トや学習講座も開催されます。

検索

がん予防の最前線！
がんに関するシンポジウム

深まりゆく秋、気候・風土と、受け継がれてきた技術が生み出す
個性豊かな山梨のワインを堪能しませんか。

がん予防や最新の治療などについて
第一線で活躍する方々が講演します。

11月 3 日解禁！山梨ヌーボー
古くから栽培されてきた日本固有のブドウ品種「甲州」と
「マスカット・ベーリーＡ」。
どちらも近年、
ワインの国際的審査機関「ＯＩＶ」
に登録された世界に誇る品種です。

山梨ヌーボーの原料「甲州」
（左）
と
「マスカット・ベーリーA」
（右）

山梨県ワイン酒造組合では、県産の甲州またはマスカット・ベーリーＡを100 ％使って

醸造された新酒ワインを山梨ヌーボーと命名しました。解禁日は11 月3日。
フレッシュ

な果実味にあふれるワインです。

▶日時／11月21日
（土）
午後1時30分〜4時30分
▶場所／県立文学館（甲府市）
▶内容／講演「さらに発展を遂げた“が
ん予防最前線”」
（講師：県立病院機構
理事長 小俣政男氏ほか）、総合討論
▶申し込み／住所・氏名・連絡先をファ
クス・電話で連絡
▶申し込み期限／11月13日
（金）
●問い合わせ先／健康増進課

山梨ヌーボーまつり開催

3055-223-1497 5055-223-1499
山梨

県内38ワイナリーが県民の日記念行事「交流広場」
に集まり、60銘柄以上の新酒ワイン
の試飲・販売が行われます。

健康増進課

検索

11月20日は「県民の日」

▶日時／11月14日(土)・15日
（日）午前10時〜午後3時30分

▶会場／小瀬スポーツ公園（甲府市）

▶試飲料金／1,000円（ワイングラス、試飲チケット10枚付き）

解禁間もない山梨ヌーボーを楽しみに毎年多くの人が集まる

国内外に山梨のワインをPR
出する取り組みも進み、8月には、
イタリアで行われたミラノ博覧会で甲州ワインのPR

を行いました。
また、12月5・6日には、東京・六本木で県産ワインが味わえる
「山梨ワイ
ナリーズフェア」
を開催し、山梨のワインの魅力を発信します。

ミラノ博覧会で甲州ワインの魅力・個性をＰＲ

（金）
「ワイン発祥の地 甲府」萩原健一氏（（株）サドヤ顧問）
▶日時／11月27日
「ブルゴーニュのワインづくりと山梨のワイン」小松正和氏（県
12月 4 日（金）
ワインセンター研究員・工学博士）
※各日とも午後6時30分〜8時
▶会場／生涯学習推進センター（県庁防災新館1階）
▶対象／満20歳以上の方 各回70人（先着順）
▶参加費／各回500円（テイスティングをしない方は無料）
▶申し込み方法／事前に電話・ファクス・メールで
●問い合わせ先／生涯学習推進センター
生涯学習

開けよう甲州

検索

発行：山梨県広聴広報課

●問い合わせ先／エネルギー政策課

3055-223-1506 5055-223-1505
山梨

27省エネ

検 索

ハギトモさん来る！やまなし
オリンピック観光フォーラム
オリンピックを通じた地域活性化の可
能性を探ります。
▶日時／11月11日
（水）午後5時30分〜
▶場所／山梨学院大学メモリアルホー
ル（甲府市）
▶内容／基調講演「オリンピックの楽し
み方」
（講師：日本水泳連盟理事 萩原
パネルディスカッションなど
智子氏）、
●問い合わせ先／観光振興課

3055-223-1573 5055-223-1558
山梨 オリンピックフォーラム

検 索

公共建築文化講演会
京都迎賓館や身延山久遠寺・報恩閣
などに携わった設計者を講師に迎え、開
催します。
（金）
▶日時／11月13日
午後1時30分〜4時
▶場所／県立文学館（甲府市）
▶内容／講演「現代日本の建築「木の建
築」の伝統と現代〜公共建築への積
極的な木材の活用〜」
（ 講師：
（株）日
建設計 設計顧問 佐藤義信氏）
●問い合わせ先／営繕課

3055-223-1400 5055-223-1405
山梨

営繕課

検 索

公立学校期間採用教員等
選考検査
▶検査日／平成28年1月28日
（木）
▶受付期間／11月9日（月）〜27日（金）
▶実施要領／11月2日から各教育事務
所、義務教育課などで配布（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
山梨

義務教育

検 索

合同不動産公売を実施
地方税滞納者から差し押えた土地や
建物の入札公売を実施します。

●問い合わせ先／総合県税事務所

県民の日

3055-261-9120 5055-261-9127
山梨

検索

合同公売

検 索

山梨県のテレビ広報番組
わくドキやまなし

山梨いまじん
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2 「富士山−信仰と芸術−」展
11/ 9 高品質なやまなしワインを目指して
11/16 やまなし創造提案便
11/23 ペレットストーブ・薪ストーブのすすめ
11/30 県民参加型市場公募地方債
テイスティングも楽しめる山梨学講座

▶日時／11月28日
（土）
・29日
（日）
午前10時〜午後6時
▶場所／イオンモール甲府昭和（昭和町）
▶内容／家庭エコ診断、省エネクイズラ
リー、
オリジナルエコバッグ作り

●問い合わせ先／県民生活・男女参画課

11/

検索

家庭の省エネを応援するイベントです。

（火）
▶日時／11月10日
午後1時30分〜2時
▶場所／東八代合同庁舎（笛吹市）
▶参加資格／滞納者本人など以外。
事前
に公売保証金の納付などが必要です。

山梨

生涯学習推進センターでは、
ワインの魅力やおいしさをテイスティングしながら学べる
講座を開催します。

家庭の省エネ応援ひろば

▶日時／11月14日
（土）
・15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

3055-223-1350 5055-223-1354

山梨学講座
「やまなしのワインをもっと楽しもう」

山梨

県民の日を中心に、県有施設・市町村
有施設の無料開放や、協賛行事、記念行
事が行われます。
県民の日記念行事「交流広場」

国内への販路拡大はもちろん、海外で和食ブームが広がっている中、甲州ワインを輸

●問い合わせ先／地域産業振興課 3055-223-8871 5055-223-1569

やまなし ふるさと旅行券

●問い合わせ先／発電総合制御所

季節が到来しました。ワインが身近にある山梨ならではのイベン

3055-223-1853 5055-223-1855

3055-223-1556 5055-223-1574

検 索

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

Tel : 055-223-1339

Fax: 055-223-1525

11/

水曜日 PM6：55〜7：00

4

やまなし暮らし支援センター
移住専門相談員

倉田貴根

11/11 木工家

若林克友

11/18 空手選手

宇海水稀

11/25

山梨県人会連合会
会長

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

弦間

明

検索

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

