
　古くから多くの人の心を捉え
信仰の対象や、芸術の源泉となっ
てきた富士山のことを、皆さんは
どれくらい知っていますか？
　県立文化施設では、絵画や文
学に描かれたさまざまな富士山
を紹介する展覧会を開催してい
ます。足を運べば、きっと、今まで
知らなかった富士と出会えること
でしょう。
　世界の宝として認められよう
としている今だからこそ、富士山
の魅力を再発見してみませんか。

　世界で最も有名な富士図の一つ葛飾北斎の「冨嶽三十
六景」シリーズ全46点を一挙公開！ そこには、季節、天候、時
間、場所によって変わる富士の表情が、富士を見る人々の生
活と合わせ、卓越した発想による構図と技術で表現されて
います。
●観覧料／一般500円　高校・大学生210円　小・中学生100円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※各種割引などあり。

●観覧料／一般310円　高校・大学生210円
　　　　　小・中学生100円　※各種割引などあり。 

シンボル展 北斎の冨嶽三十六景

特設展 富士山と文学

●観覧料／一般500円　
　　高校・大学生210円
　　 小・中学生100円
　　　　　※各種割引などあり。

検 索山梨　美術館

常設展 夏 富士山と山紫水明

詳しくは WEBで

　万葉集の歌や、太宰治の小説「富嶽百
景」、草野心平の詩など、著名な作家の手
により文学に描かれたさまざまな富士山を
紹介しています。

　幕末の山水画、明
治初期の洋画から現
代美術に至るまで、富
士をはじめとした自然
景観を表現した作品
を紹介しています。

県立美術館 3055-228-3322 5055-228-3324
検 索山梨　文学館詳しくは WEBで

県立文学館 3055-235-8080 5055-226-9032

検 索山梨　博物館詳しくは WEBで

県立博物館 3055-261-2631 5055-261-2632問い合わせ先

問い合わせ先

冨嶽三十六景「凱風快晴」

草野心平　詩「不二」書
穴山勝堂「松林富岳」

県立文学館／～7月7日（日）

県立美術館／～9月8日（日）

県立博物館／6月15日（土）～7月8日（月）

国文祭記念事業

― やまなみ、水辺、田畑 そして富士山、美しき日本の風景 ―
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※この作品が展示されている常設展示室Ⅱの展示期間は
　6月4日（火）～9月16日（月・祝）です。

問い合わせ先

国文祭記念事業

山梨県選挙管理委員会3055-223-1829 5055-223-1830問い合わせ先

今夏実施予定の参院選から、有権者、候補者・政党などは
インターネットなどを使った選挙運動が可能になります。

検 索山梨県　選管詳しくは WEBで

●ウェブサイトなど（ホームページ、ブログ、ツイッ
　ターやフェイスブックなどのＳＮＳ、動画共有サー
　ビス、動画中継サイトなど）
●電子メール（ＳＭＴＰ方式及び電話番号方式）

●未成年者などの選挙運動
●選挙運動用のホームページや電子メールなどを印刷
　したものの頒布
●虚偽事項の公開、悪質な誹謗中傷、なりすましなど
※選挙運動は、公示日・告示日に立候補届出が受理されてか
　ら、投票日の前日までしか行うことができません。

※ただし、電子メールを利用した選挙運動は、候補者・政党
　などに限られます。

利用できるもの 禁止されていること（例）　

ひ　ぼう

原則毎月1日に新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.yamanashi.jpに掲載します。

県政だより「ふれあい」についてのご意見やご感想をお寄せください。 山梨県広聴広報課　 Tel.055-223-1339　 Fax.055-223-1525　 e-Mail:koucho@pref.yamanashi.lg.jp 地名クイズの答え おおあすみ （富士吉田市）

山梨県地名クイズ
これなんて
読みますか？答えは、最後に掲載

大明見

検 索山梨　食育シンポ

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」。
県民の皆さんに食育の重要性を理
解していただくためにシンポジウムを
開催します。
▶日時／6月20日（木）
　　　　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「食育のすすめ」（講師：服
　部栄養専門学校理事長・校長 服部幸
　應氏）、食育活動事例の発表・意見交換

●問い合わせ先／消費生活安全課
  3055-223-1588 5055-223-1587
　詳しくは WEBで

開催！

検 索山梨　チャレンジ１２３

セーフティードライブ・チャレンジ
１２３ 参加チーム募集
　123日間の無事故無違反に挑戦
する5人一組のチームを募集します。
無事故無違反を達成したチームは
旅行券などの賞品が当たる抽選会
に参加することができます。
▶募集期間／～6月28日（金）
▶挑戦期間／7月21日（日）～11月20日
　（水）までの123日間
▶募集部門／一般の部、シルバーの部
　高校生の部、ファミリーの部
▶参加資格／運転免許を持つ県内在住
　か在勤の方
▶参加費／１チーム3,150円
　※無事故無違反を確認するための運
　　転記録証明書の申請料（1人630円）
　　です。

●問い合わせ先／交通政策課
  3055-223-1353 5055-223-1335
　詳しくは WEBで

検 索南アルプス　マイカー

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（火）～11月9日（土）
　※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 5055-223-1670
　詳しくは WEBで

検 索やまなし　男と女

　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
を実現するためにフォーラムを開催
します。
▶日時／6月9日（日）午後1時30分～4時
▶場所／県立文学館講堂（甲府市）
▶内容／講演「東日本大震災、女の視点・
　男の視点～大切な人と生き抜くため
　に～」（講師：日本女性消防職員ネット
　ワーク代表 秦好子氏）、男女共同参画
　に関する活動展示など

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

開催！やまなし男と女との
フォーラム

ひと ひと

検 索山梨　採用

県職員選考採用試験を
実施します

▶採用予定人数／［衛生］1名程度
　　　　　　　　［農政］3名程度
▶試験日／7月6日（土）、7日（日）
▶受験申込締め切り／6月24日（月）

●問い合わせ先／
　［衛生］福祉保健総務課
  3055-223-1441 5055-223-1447
　［農政］農政総務課
  3055-223-1581 5055-223-1585

▶採用予定人数／1名程度
▶試験日／7月13日（土）、14日（日）
▶受験申込締め切り／6月21日（金）

●問い合わせ先／産業人材課
  3055-223-1567 5055-223-1560
　詳しくは WEBで

獣医師（衛生・農政）

職業訓練職（機械）

検 索けん銃１１０番

違法銃器根絶のため
情報提供にご協力ください

　けん銃のない安全で安心な社会
を実現するためには、県民の皆さん
の情報提供が不可欠です。
　警察では、「けん銃１１０番報奨制
度」を導入し、情報を受け付けてい
ます。寄せられた情報をもとにけん
銃を発見し、所持者を逮捕した場合
には、報奨金をお支払いします。ご
協力をお願いします。

●問い合わせ先／
　警察本部組織犯罪対策課
  3055-235-2121 （代表）
　詳しくは WEBで

じゅう　み な な し

けん銃110番／0120-10-3774

検 索山梨　環境研

富士山火山防災ウィーク
パネル展・講演会

　「富士山の自然・火山防災を知ろ
う」をテーマとしたパネル展です。
火山防災を中心に、富士山の自然
や災害記録などを紹介します。ま
た、防災をテーマとした講演会も開
催します。
▶場所／環境科学研究所（富士吉田市）
▶パネル展開催期間／
　6月14日（金）～6月30日（日）
▶講演会日時／
　6月22日（土）午後1時30分～3時30分
▶講演会内容／「縄文人はどうやって生
　きのびたのか！？ ―過去に学ぶ 富士
　山噴火災害と復興―」（講師：富士吉
　田市教委 篠原武氏、富士河口湖町教
　委 杉本悠樹氏）
　※事前の申し込みは不要です。

●問い合わせ先／環境科学研究所
  30555-72-6211 50555-72-6204
　詳しくは WEBで

開催！

検 索やまなしフットパス

　フットパスとは、コースコンシェルジュ（案内者）の説明に耳を傾けながら、歩いてまちの魅力に
触れる小さな旅です。６月の主なツアーを紹介します。

6/8（土）
6/8（土）
6/16（日）
6/23（日）
6/29（土）
6/30（日）

笛吹市八代パワースポットめぐり　双子塚・自性寺・熊野神社など

秋山ちいき文化再発見3　富岡五光の里と緑の棚田をめぐる

桜桃忌・勝頼の墓に参り、太宰治執筆の宿へ

茅葺民家の集落と木食白道の遺作を訪ねて

大学生と歩く！ 小淵沢駅周辺めぐり☆ユニークな商店街や蔵のまちを歩きます

北口本宮冨士浅間神社の開山祭と、茅の輪を3回くぐりお道開きを見る

笛吹市役所八代支所駐車場

秋山温泉駐車場（上野原市）

緑が丘スポーツ公園体育館前

福蔵院駐車場（甲州市）

JR小淵沢駅

北口本宮冨士浅間神社前大駐車場

集合場所ツアー内容開催日

詳しくは WEBで▶申込先／つなぐイベント係 TEL 080-1223-8302

※ツアーはいずれも有料。定員制のため、お早めにご予約ください。
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6/3
6/10
6/17
6/24

YBSテレビ
やまなし元気ナビi

6/5
6/12
6/19
6/26

月曜日●PM6：57～7：00

アイ

テレビ山梨
山梨いまじん
水曜日●PM6：55～7：00
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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！ 当番組はUTYホームページでもご覧になれます！
検 索やまなし元気ナビi 検 索山梨いまじん

省エネライフ大作戦

熱中症予防

北斎の冨嶽三十六景

富士の国やまなし国文祭　
夏のステージ

セーラーズバレンタイン作家
　　　　　飯室 はつえ
JAXA宇宙教育指導者
　　　　　宮川 広

降矢技研　鈴木 由幸

World Cafe Guest House
　　　　　山口 宗一郎

放
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6月号
［vol.110］


