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セーフティードライブ・チャレンジ123
参加チーム募集中
　123日間の無事故無違反に取り組む
5人一組のチームを募集します。
　達成チームは旅行券などの賞品が当
たる抽選会に参加できます。

▶募集期間／～6月30日（火）
▶チャレンジ期間／7月21日（火）～11
　月20日（金）の123日間
▶参加資格／運転免許を持つ県内在住
　または在勤者
▶参加費／1チーム 3,150円（無事故無
　違反の運転記録証明書申請料）

●問い合わせ先／交通政策課
  3055-223-1353 5055-223-1335

検 索山梨　チャレンジ123

▶提出方法／次のいずれか
　①県ホームページの「やまなし創造提
　　案便」送信フォームから
　②県の施設や市町村役場、農協など
　　に配置してある「やまなし創造提
　　案便」専用の用紙に記入して、郵送
　　またはファクスで
※頂いたご意見などは、必ず知事が拝
　見します。
●問い合わせ先／広聴広報課
  3055-223-1336 5055-223-1525

県政へのご意見・ご提案を
お寄せください

検 索やまなし　創造提案

南アルプス マイカー規制を
実施します
　南アルプス広河原に通じる県営林道
南アルプス線（芦安～広河原）および県
道南アルプス公園線（奈良田～広河原）
では、マイカー規制を実施します。
　マイカーでお越しの方は、芦安か奈良
田の無料駐車場に駐車し、路線バス、ま
たは、タクシーを利用してください。
▶規制期間／
　6月25日（木）～11月9日（月）
　※規制期間以外は、冬期通行止め
▶利用者協力金／片道1人100円
●問い合わせ先／観光資源課
  3055-223-1576 5055-223-1438

検 索南アルプス　マイカー

仕事探し応援！
合同就職説明会（国中会場）
▶日時／6月24日（水）午後1時～4時
▶場所／ベルクラシック甲府（甲府市）
▶対象／平成28年3月に大学などを卒
　業予定の方、一般求職者
　※事前申し込み不要
▶内容／各種相談コーナー・企業説明など
　※参加予定企業78社
●問い合わせ先／労政雇用課
  3055-223-1562 5055-223-1564

検 索やまなし就職応援

認知症サポーターに
なってみませんか
　県では、認知症になっても安心して暮
らせる地域を目指して、認知症の人や家
族を自分のできる範囲で応援する「認知
症サポーター」の養成講座を開催して
います。認知症への理解を深め、サポー
ターになってみませんか。
▶日時／6月9日（火）、7月16日（木）
　　　　午後1時30分～4時
※上記のほか、5人以上のグループで申
　し込めば随時開催
▶場所／県立介護実習普及センター（甲府市）
▶参加申し込み／
　県立介護実習普及センター
　3055-254-8680
●問い合わせ先／長寿社会課
  3055-223-1450 5055-223-1469

検 索山梨　認知症サポーター

県立宝石美術専門学校
オープンスクール
▶日時／6月20日（土）、7月18日（土）
　　　　午後1時30分～4時30分
▶場所／県立宝石美術専門学校（甲府市）
▶対象／本校の受験を考えている方
▶内容／施設案内、体験講座（オリジナ
　ルペンダント・トップの制作）
※体験講座は定員制のため事前申し込
　みが必要
※8月以降も開催予定あり
●問い合わせ先／宝石美術専門学校
  3055-232-6671 5055-233-6357

検 索宝石　オープンスクール

「食」について考える
食育推進シンポジウム
　6月は食育月間です。食に関する知識
などを身に付け、健全な食生活を実践で
きる人を育てる「食育」を推進するため
開催します。

▶日時／6月16日（火）
　　　　午後1時30分～4時10分
▶場所／県立文学館講堂（甲府市）
▶内容／講演「和食の原点・郷土食の魅
　力を知ろう」（講師：食文化研究家・清
　絢さん）、活動事例の発表、意見交換
※事前申し込み不要

●問い合わせ先／消費生活安全課
  3055-223-1588 5055-223-1320

検 索山梨　食育シンポ

きよし

あや

　6月は男女共同参画推進月間です。性
別にかかわりなく個性と能力を発揮で
きる男女共同参画社会を実現するため
開催します。
　少子高齢社会において家庭や地域で
何ができるか、この機会に考えてみませ
んか。

▶日時／6月14日（日）午後1時30分～4時
▶場所／甲府市総合市民会館
▶内容／基調講演「待ったなしの地方！
　やまなしの未来－男女共同参画社会
　の実現が人口減少の危機を救う－」
　（講師：東京未来大学教授・石阪督規
　さん）、シンポジウム、活動展示など
▶参加申し込み／電話、ファクス、メール

●問い合わせ先／県民生活・男女参画課
  3055-223-1358 5055-223-1354

検 索やまなし　男と女

いしざかとくのり

やまなし男と女との
フォーラム

ひと　　　　ひと

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」

　6月20日から7月19日の1カ月間、麻
薬、覚せい剤、大麻などの薬物乱用防止
を一層促進するため「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動を実施します。
　近年、危険ドラッグの乱用者による事
件・事故が多発しています。危険ドラッグ
は毒性・依存性が強いものも多く、乱用
すると死に至ることもある極めて危険
な薬物です。
　「ダメ。ゼッタイ。」を合言葉に、薬物乱
用について正しい認識を身に付け、薬物
乱用を許さない社会環境をみんなでつ
くりましょう。

●問い合わせ先／衛生薬務課
  3055-223-1491 5055-223-1492

検 索ダメ　ゼッタイ
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男女共同参画推進月間

狩猟免許試験

熱中症に気をつけよう

富士登山安全対策

高校生ものづくり技能塾

山梨県のテレビ広報番組

YBS　月曜日 PM6：57～7：00

6/ 3
6/10
6/17
6/24

わくドキやまなし

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

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

道志村地域おこし協力隊
香西　恵
硯作家
雨宮　彌太郎
童話作家
しいな　さいち
絵師
映水

　県立博物館は、「山梨の自然と人」を基本テーマに平成17年
に開館し、今年で10周年を迎えました。
　博物館では、これを記念し、さまざまな趣向を凝らした特別展
や、山梨ならではのテーマを題材としたシンボル展を開催しま
す。 この機会に、山梨の自然や歴史、文化に触れてみませんか。

■ 所 在 地／笛吹市御坂町成田1501-1
 3055-261-2631  5055-261-2632 検 索かいじあむ

県立博物館が開館10周年県立博物館が開館10周年

シンボル展

6月のかいじあむイベント （参加無料）

　甲斐の川漁の歴史と鵜飼にまつわる伝説、そして石和温泉の夏の風物詩として現在も受
け継がれる鵜飼の文化を紹介します。

鵜飼  －甲斐の川漁と鵜飼をめぐる伝説－

茶道体験

鵜飼見学

古文書講座「鵜飼に関する古文書を読む」

講演会「考古資料から読み解く鵜飼の始まり」

子ども工房「鳥のペーパークラフトを作ろう」10：30～15：00　※所要時間30分程度

13：30～16：00

13：30～15：00　※事前申し込みが必要

13：30～14：30頃

10：00～14：00　※随時受け付け

　山梨に恐竜はいたのでしょうか？  この謎を解くため、国内の恐竜化石や県内のさまざまな
化石の展示を通して山梨の大地の成り立ちを探ります。

大化石展  －山梨に恐竜はいたか！？－

▶今後の開館10周年記念特別展
富士山 －信仰と芸術－　　　　　　　　　　　10月24日（土）～11月30日（月）

武田二十四将  －信玄を支えた家臣たちの姿－　平成28年3月19日（土）～5月23日（月）

▶今後のシンボル展

風景に想う －秋の日は絵画づくし－　　　　　　 9月16日（水）～10月12日（月・祝）

天の虫のおきみやげ －養蚕と山梨の民俗文化－　12月16日（水）～平成28年2月29日（月）

※高校生以下無料
※特別展は別途観覧料が必要
※各種割引などあり

■ 開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）
■休 館 日／火曜日（祝日の場合はその翌日）
■観 覧 料／一般 510円、大学生 210円

ティラノサウルスなど人気の恐竜が動くコーナーもある特別展「大化石展」

江戸時代の山梨の様子を紹介するジオラマ

鵜飼の様子「日蓮上人一代記」

茶道体験

7月18日（土）～8月31日（月）
観覧料／一般 1, 000円、 大学生 500円

～7月6日（月）
観覧料／一般 510円、 大学生 210円　※常設展観覧料でご覧いただけます。

山梨県立博物館
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開館10周年記念特別展

富士参詣曼荼羅図
（重要文化財：富士山本宮浅間大社蔵）

武田二十四将図
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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


