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リニアを学ぼう！楽しもう！
やまなしリニアフェス 2014

県立峡南高等技術専門校
入校生募集（前期）

▶日時／11月8日(土)、
9日（日）
午前9時〜午後4時（9日は3時）
▶場所／県立リニア見学センター（都留市）
▶内容／リニア沿線自治体のゆるキャ
ラ大集合・特産品の試食販売、鉄道好
き著名人のトークショー、親子で楽し
むサイエンスショー など

▶試験日／11月21日
（金）
▶出願期間／〜11月7日
（金）
▶受験資格／高等学校を卒業した者（平
成27年3月卒業見込みの者を含む）
な
どで、
おおむね35歳以下の求職者
▶募集科／自動車整備科
電気システム科
▶試験内容／数学、国語、面接

●問い合わせ先／リニア推進課

3055-223-1664 5055-223-1666
リニアフェス

検索

●問い合わせ先／峡南高等技術専門校

30556-22-3171 50556-22-3172
峡南技専

3県の警察音楽隊が集結
第8回ふれあいコンサート
山梨県警察音楽隊が、長野県と静岡
県の警察音楽隊を招いて、
ドリル演奏と
合同演奏を披露します。
（日）午後1時30分〜
▶日時／11月30日
▶場所／コラニー文化ホール（甲府市）
▶演奏曲／アイーダ、海・その愛、パイ
レーツ・オブ・カリビアン など
▶入場方法／整理券
（無料）
が必要。
県内
の各警察署、県総合交通センター、県
警察本部で配布します。
●問い合わせ先／県警察本部総務課

3055-221-0110（代）5055-235-5644
山梨県警

新酒の季節
！
山梨のワインで乾杯
日本のワイン発祥の地・山梨では、約 80 のワイナリーが
国産ワインの約 2 割を生産しています。近年は、本県特産
の甲州種ブドウで造る「甲州ワイン」が、和食に合う味わい
で注目を集め、世界的な和食ブームを追い風に、果敢に海
外市場へのチャレンジを続けています。
この秋は、ワインを学び、産地を歩いて、地元に根付き
世界に羽ばたく山梨のワインを、心ゆくまで楽しんでみま
せんか。

開けよう 甲州

生涯学習推進センターで、
ワインの
魅力や価値・おいしさを学べる講座を
開催します。毎回、
ワインのテイスティ
ングがあります。

JR 石和温泉駅を発着し、笛吹・勝沼地区の4つのワイナリーを回遊するタクシー

に、乗り合いバス感覚で乗車できます。

▶開催日時／各日とも午後 6 時 30 分〜 8 時

「シャンパンと甲州スパークリングワイン」
11月14日（金）

恩田 匠氏（県ワインセンター支所長）
「ワインアドバイザーが贈るワインの楽しさ」
11月28日（金）
長谷部 賢氏（ワインアドバイザー）
月
日
（金）
「
ココロとカラダを癒すワイン」
12 5
木田 和氏（ルミエールワイナリー オ−ナー夫人）
▶会場／生涯学習推進センター（県庁防災新館1階やまなしプラザ）
▶対象／満20歳以上の方 各回70人（先着順）
▶参加費／各回 600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
●申し込み・問い合わせ先／生涯学習推進センター

3055-223-1853 5055-223-1855

やまなしのワイン 講座

検索

▶運行日／平成27年3月末までの土・日・祝日
（年末年始などを除く）
▶利用料金／1人 3,500円
▶予約方法／富士の国やまなし観光ネットから申し込み（乗車前日まで）

30551-32-2269 50551-32-2034
山梨

（土）
▶日時／11月8日
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、燃料電
池自動車の展示、サイエンスショー、
紙すき体験 など
（参加無料）
●問い合わせ先／発電総合制御所
検索

検 索

合同不動産公売
地方税の滞納者から差し押さえた土
地や建物の入札公売を、県と富士吉田
市、都留市、韮崎市、甲州市、鳴沢村が合
同で実施します。
▶日時／11月10日
（月）午後1時30分〜
▶場所／東八代合同庁舎（笛吹市）
▶参加資格／滞納者本人など以外。事
前に公売保証金の納付が必要です。
●問い合わせ先／総合県税事務所

3055-261-9120 5055-261-9127
山梨

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

農大

合同公売

検 索

山梨県の誕生日
11月20日は「県民の日」
この日を中心に、県内各地で県有施
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。

▶検査日／平成27年1月29日
（木）
▶申込書受付期間／
11月10日（月）〜28日（金）
▶実施要項／ 11 月4日（火）から各教育
事務所、義務教育課および高校教育
課で配布（義務教育課のホームペー
ジからダウンロード可）

（土）
・16日
（日）
▶日時／11月15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、各種展示・
体験、相談コーナー など

●問い合わせ先／義務教育課

●問い合わせ先／県民生活・男女参画課

義務教育

県民の日記念行事「交流広場」

3055-223-1350 5055-223-1354
山梨

検索

県民の日

検 索

▶価格／1枚52円
▶販売枚数／20,000枚
▶販売場所／
やまなし観光推進機構（県庁西別館1階）
かいてらす（山梨県地場産業センター）
▶販売期間／11月10日
（月）
〜
※売り切れ次第終了。現在やまなし観
光推進機構（ TEL 055 - 231 - 2722 ）で
予約受付中
●問い合わせ先／
観光企画・ブランド推進課

3055-223-1556 5055-223-1574
おもてなし やまなし

検索

※インクジェット対応。裏面は無地です

●申し込み・問い合わせ先／やまなし観光推進機構

3055-231-2230 5055-221-3040

ワインタクシー

検索

山梨県のテレビ広報番組
アイ

やまなし元気ナビ i

山梨ヌーボーまつり開催

YBS

月曜日 PM6：57〜7：00

山梨いまじん
UTY

水曜日 PM6：55〜7：00

県民の日記念行事「交流広場」に37 のワイナ
リーが出展。
各ワイナリーが丹精込めて造り上げ
た、
さまざまな味の新酒ワインを試飲できます。

11/

▶開催日時／11月15日
（土）
・16
（日）
午前10時〜午後3時30分（最終受付は3時）
▶会場／小瀬スポーツ公園（甲府市）
▶入場料／1, 000 円

11/10 やまなし出会いサポート事業

11/12

ママフット
角田 貴子

11/17

やまなし県民手帳

11/19

フードコーディネーター
集堂 名保美

11/24

おもてなし年賀状

11/26

造形作家
網野 奈那

（ワイングラス、試飲チケット10 枚付き）

●問い合わせ先／地域産業振興課 3055-223-8871 5055-223-1534 山梨県 ワイン
発行：山梨県広聴広報課

●問い合わせ先／農業大学校

「山梨のココが好き！」
を年賀状に載せ
山梨の魅力を全国に広げてみませんか！

ワインタクシー運行中

甲州ワインの原料・甲州種ブドウ

▶試験日／12月9日
（火）
▶出願期間／11月10日
（月）
〜21日
（金）
▶受験資格／高等学校または中等教育
学校を卒業した者（平成27年3月卒業
見込みの者を含む）
など
▶試験内容／
［養成科］数学・英語・化学基礎＋生物
基礎のうち2科目、小論文、面接
［専攻科］小論文、面接

おもてなし年賀状発売！

世界のワイン情報発信地・ロンドンで甲州ワインの魅力をＰＲする横内知事

山梨学講座
「やまなしのワイン」開催

クリーンエネルギーについて楽しく
学べる、参加体験型のイベントです。

山梨

検索

山梨のワインを楽しむ

みんなで遊ぼう！ クリーン
エネルギーフェスティバル

3055-223-1757 5055-223-1759

「甲州」が日本固有の品種で初めて、
ワイン醸造用ブドウ品種として、
ワ
2010年、
インの国際的審査機関「OIV」
に登録されました。
これにより、
「甲州」で造ったワイ
ンは、
ラベルに
「Koshu」
と記載してEUへ輸出できるようになりました。
また、昨年7月には、
フランスの「ボルドー」などと同等に、
ワインの生産地名を表
示する
「地理的表示」
として
「山梨」
が国により認められ、
ブランド力のさらなる向上
が期待されています。

県立農業大学校
入学生募集（前期）

検索

公立学校期間採用教員等
選考検査

国産ワインコンクール 2014で金賞を受賞した25種類のうち
12 種類が県内ワイナリーで醸造されたワイン

世界に広まる甲州ワイン

音楽隊

検 索

新酒の飲み比べを楽しみに毎年多くの人が
集まる山梨ヌーボーまつり

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

3

口腔の健康づくり

当番組は
「やまなし元気ナビ i」
ブログでも
ご覧になれます！ やまなし元気ナビi 検 索

Fax.055-223-1525

11/

5

親守詩山梨県大会実行委員長
根津 盛吾

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

