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県営大月団地入居者を募集
　新築に伴い入居者を募集します。

▶募集戸数／13戸
▶募集期間／3月9日（月）～27日（金）
▶対象／県内在住または在勤で、所得
　　　　が一定額以下の世帯
▶入居予定／6月1日（月）
●問い合わせ先／山梨県住宅供給公社
  3055-237-1656 5055-237-7095

富士・東部小児リハビリテーション
診療所予約受け付け開始
　障害のある子どもにリハビリテーショ
ンを行う診療所が4月2日（木）に開院し
ます。3月2日（月）から受診予約の受け
付けを開始します。

▶診療日／毎週水・木曜日
▶場所／富士ふれあいの村（富士河口湖町）
▶診療内容／理学療法、作業療法、心理
　療法による訓練

県立産業技術短期大学校
一般入学生募集（後期）
▶募集科／生産技術科、電子技術科、観
　光ビジネス科、情報技術科
▶試験日／3月25日（水）
▶出願期間／3月16日（月）～24日（火）
▶試験科目／数学（生産・電子・情報技
　術科）、英語（観光ビジネス科）、面接

●問い合わせ先／産業技術短期大学校
  30553-32-5201 50553-32-5203

休日・夜間に子どもが
急に病気になったら

小児救急電話相談3 ♯8000
ダイヤル回線は3055-226-3369

▶受付時間／平日：午後7時～翌朝7時
　　　　　　土曜：午後3時～翌朝7時
　　　　　　休日：午前9時～翌朝7時

一人で悩むよりまず相談
3月は自殺対策強化月間
　生活環境が変わる3月は、ストレスが
大きくなり、心身の不調をもたらしやす
い時期です。周りの人の様子がいつも
と違うと感じたら、まず声を掛けること
から始めましょう。
　もし、あなた自身が悩んでいたら、一
人で悩むより、まずはお電話を。

こころの健康相談統一ダイヤル
30570-064-556

▶受付時間／
　昼間（月～金）：午前9時～午後4時
　夜間（火～日）：午後4時～午後10時
●問い合わせ先／障害福祉課
  3055-223-1495 5055-223-1464

平成27年度県職員等
採用試験の実施予定

▶試験案内・申込書の配布場所／人事
　委員会事務局、県庁本館1階総合案内
　各地域県民センターなど
●問い合わせ先／人事委員会事務局
  3055-223-1821 5055-223-1819
※警察官については警察本部警務課
  30120-314874

予約電話30555-72-8528

▶受付時間／午前9時30分～12時、午
　後1時～4時（3月末までの平日）
●問い合わせ先／障害福祉課
  3055-223-1463 5055-223-1485

区　分 試験案内・申込
書配布開始日 第1次試験日

上　　　　級

初　　　　級

資格免許職

小中学校事務

7月 3 日（金）

5月13日（水）6月28日（日）

民間企業等
職務経験者

身体障害者

警 察 官 Ａ

警 察 官 Ａ
警 察 官 Ｂ

9月27日（日）

8月14日（金）9月20日（日）

7月 3 日（金） 9月27日（日）

3月19日（木）5月10日（日）

7月 3 日（金）9月20日（日）

検 索山梨　小児医療相談

検 索山梨　障害福祉

富士山世界遺産ガイド
候補生を募集
　ボランティアで世界遺産富士山のガ
イドをしていただける方を募集します。
4月から9月までの研修が必要です。
▶活動内容／センター内の世界遺産展
　　　　　　示の案内など
▶活動期間／平成27年10月から2年間
▶活動場所／富士ビジターセンター
　　　　　　　（富士河口湖町）など
▶人数／30名程度
　　　　（応募者多数の場合は抽選）
▶応募資格／満20才以上の県内在住ま
　たは在勤で、月1回以上活動できる方
▶応募方法／所定の申込用紙により
　郵送・ファクス・電子メールで提出
▶応募期限／3月20日（金）必着
●問い合わせ先／富士山保全推進課
  3055-223-1316 5055-223-1781

検 索山梨　富士山保全

検 索山梨　いのちのセーフティネット

検 索山梨　産業短大 検 索山梨　採用サイト

検 索山梨　建築住宅

業務用冷凍冷蔵・空調機器を
所有している方はご注意を
　製造から使用・廃棄までフロン類の取
り扱いを規制するフロン排出抑制法が
4月に施行されます。フロン類（ＨＦＣ、
ＨＣＦＣ、ＣＦＣ）を冷媒とする業務用冷凍
冷蔵・空調機器の管理者には、冷媒漏え
い防止のための機器の点検、漏えい時
の修理、機器整備の結果の記録・保存な
どが義務付けられます。

●問い合わせ先／森林環境総務課
  3055-223-1657 5055-223-1636

検 索環境省　フロン法改正

県民情報センターが移転します
　3月23日（月）に県庁西別館から別館
に移転します。なお、移転準備などのた
め、3月16日（月）～23日（月）はセンター
内の資料閲覧ができません。

●問い合わせ先／県民情報センター
  3055-223-1408 5055-223-1409

検 索山梨　県民情報

　子どもの急な発熱、下痢、嘔吐、ひき
つけなどの相談にご利用ください。

※4月から、入院や手術に対応する小児
　二次救急病院に山梨厚生病院が加
　わり、国中地域は4病院（国立甲府、
　県立中央、市立甲府、山梨厚生）、富
　士北麓・東部地域は3病院（富士吉田
　市立、山梨赤十字、都留市立）が交代
　で担当します。

●問い合わせ先／医務課
  3055-223-1483 5055-223-1486
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自殺対策強化月間

大規模地震災害への備え

県庁見学のご案内

第４４回信玄公祭り

スーパーグローバルハイスクール

山梨県のテレビ広報番組

YBS　月曜日 PM6：57～7：00

3/ 4
3/11
3/18
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やまなし元気ナビ i
アイ

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！ 検 索やまなし元気ナビi

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

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん

手漉き和紙職人
豊川　秀雄
甲府工業高校建築科1年
齊藤　真子
武道具店店主
内藤　正
合唱指導者
澤田　洋一

樋口靖洋監督からメッセージ

復帰のＭＦ14堀米勇輝選手に注目

　強い覚悟を持ってチームの
指揮に当たり、まずはＪ1にしっ
かり定着するためにも、昨年の
勝点41を上回る成績を目標に
全力を尽くしていきます。
　それには、選手・スタッフのみ
ならず地域の方の支えと一体
感が大切になります。皆さま、ご
声援よろしくお願いします。

　平成4年生まれ。甲府市出身
で、ユース時代からヴァンフォ
ーレに所属。U-17日本代表な
ども経験し、平成22年にＪ1デビ
ューしました。
　今シーズン3年ぶりにヴァン
フォーレに復帰し、得意のドリ
ブルを生かした攻撃に期待が
かかります。次世代のチームの
柱としても注目の選手です。

今シーズンから指揮を執る樋口監督

検索がんばれヴァンフォーレ●問い合わせ先／企画課 3055-223-1312 5055-223-1320

　3月7日に開幕するサッカーＪ1リーグ。山梨県民の
誇りヴァンフォーレ甲府は、新しい指揮官を迎え、クラ
ブ史上初めて、3年連続してＪ1リーグで戦います。
　今シーズン“一体”をスローガンに掲げるヴァンフォー
レ。県民に勇気を与えてくれる懸命なプレーを私たち
もサポートして、山梨をさらに盛り上げていきましょう。

スタジアムを青に染めよう
頑張れヴァンフォーレ

県民みんなでバックアップしよう

検索ヴァンフォーレ
●各種申し込み・問い合わせ先／（株）ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ
　3055-254-6867 5055-253-1695

　J1リーグ戦・カップ戦（予選リーグ）の全ホームゲームに入場できる入場会
員証が交付されます。このほか、ホームゲーム優先入場、サポーター感謝デ
ー招待など、たくさんの特典もあります。

▶活動内容／入場ゲート対応、座席案
　内、チケット販売、会員申し込み受け
　付け、総合案内受け付けなど
▶活動日時／ホームゲーム開催日キッ
　クオフ3時間半前～試合終了1時間後
　（希望日を調整しながら活動可）
▶応募条件／18才以上の方

クラブサポーター会員募集1

サポーティングスタッフ募集2

　ヴァンフォーレの活躍を陰で支えるサポーティングスタッフ。ホームゲーム
の運営をボランティアとして支援します。

清水エスパルスとのプレシーズンマッチ（2月22日）

※指定席の申し込みは締め切っています。
※法人サポーター会員は別扱いになります。

個人サポーターの年会費

3～4月のホームゲーム
3月14日（土）

3月22日（日）

4月 8 日（水）

4月18日（土）

4月22日（水）

4月29日（水・祝）

午後2時

午後2時

午後7時

午後2時

午後7時

午後7時

座席種別

メイン自由

バック自由

ホーム自由

協力会員：1口5,000円
　会員先行販売（1人4枚まで）
　当日券を前売価格で販売（1人1枚まで）

一　般 小中高校生

42,000円

31,000円

24,000円

10,000円

8,000円

6,000円

VS 名古屋グランパス

VS ガンバ大阪  

VS 松本山雅 F C

VS サガン鳥栖

VS アルビレックス新潟

VS 浦和レッズ

（リーグ戦）

（リーグ戦）

（カップ戦）

（リーグ戦）

（カップ戦）

（リーグ戦）

！

3月号
vol.131

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


