
　７世代にわたり交配・選抜を繰り返し完
成させた新系統豚を利用した「甲州富士
桜ポーク」。9月から県内の限定飲食店に
登場します。きめが細かく軟らかな食感と
ジューシーな口当たりをお楽しみください。

新銘柄豚肉「甲州富士桜ポーク」
県内の限定店で味わえます

県庁オープンカフェに
限定スイーツ登場！！

●●●●●●●●●●●おいしい山梨を味わおう

　９月末、県庁防災新館1階に
オープンカフェが開店します。
県産果実の積極的な利用に
ついて覚書を交わしている有
名菓子店「ブールミッシュ」（東
京・銀座）が、ここでしか味わえ
ない県産フルーツのオリジナル
スイーツを提案していきます。

骨付きロース肉の
グリル（試作品）

オリジナルスイーツの一つ「ギモ
ーヴ」。フルーツのフレッシュな風
味ともっちりした食感が絶妙！

提
供
店

甲府富士屋ホテル、奥藤本店甲府駅前店、県庁地下食
堂、ハイランドリゾート ホテル＆スパ、まきばレストラン、
談合坂サービスエリア上り、双葉サービスエリア上り
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台湾・高雄市の山梨フルーツフェア会場でモモをPRする横内知事台湾・高雄市の山梨フルーツフェア会場でモモをPRする横内知事

台湾で評価の高いモモを台北市の小売店でPR

　生産量日本一のモモ、ブドウ、スモ
モをはじめとする県産果実の輸出拡
大を図るため、横内知事は８月１日か
ら３日まで台湾を訪れ、トップセールス
を行いました。
　小売店や輸入会社では、モモやブド
ウの品質の高さをアピール。さらに
台湾政府では、輸出の際に行われる
検疫の緩和について意見交換を行い
ました。
　また、東京、大阪でもトップセールス
を行うなど、おいしい山梨を国内外に
PRしています。県では今後も、販路拡
大や新品種・加工品開発に取り組んで
いきます。 台湾政府の対日統合窓口で行われた検疫の緩和についての意見交換

農産物販売戦略室  3055-223-1603  5055-223-1604問い合わせ先

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 かみかのがわ （山梨市）

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

上神内川

検 索山梨　下水道まつり

下水道まつり

　下水道の仕組みや役割について
楽しく学べるイベントです。
▶日時／9月7日（土） 午前10時～午後2時
▶場所／釜無川浄化センター（富士川町）
▶内容／下水道施設見学会、下水道相
　　　　談コーナー、水質実験、お楽し
　　　　み抽選会など

●問い合わせ先／下水道課
  3055-223-1726 5055-223-1729
　（公財）山梨県下水道公社
  3・5055-263-2738
　詳しくは WEBで

開催

検 索山梨　愛護デー

動物愛護デー

　9月20日から26日は、動物愛護週
間です。動物への関心と理解を深
めてもらうために開催します。
▶日時／9月23日(月・祝）
　　　　午前10時～午後3時
▶場所／アイメッセ山梨（甲府市）
▶内容／動物行動学者のトークショー
　　　　犬猫無料健康診断、一日獣医
　　　　師体験、乗馬体験など
　　　　※ペット同伴可

●問い合わせ先／衛生薬務課
  3055-223-1489 5055-223-1492
　動物愛護指導センター
  3055-273-5034 5055-273-5614
　詳しくは WEBで

開催

検 索山梨　自殺予防大会

自殺予防推進大会

　9月10日の世界自殺予防デーに合
わせ「自殺予防活動の継続、定着そ
して広がりへ」をテーマに開催しま
す。大会では、自殺問題を追い続け
てきた元新聞記者の高橋康弘氏を
講師に迎え、自殺予防の取り組みを
継続する大切さを考えます。
▶日時／9月10日（火）
　　　　午後1時30分～4時20分
▶場所／県立文学館（甲府市）
▶内容／講演「山梨・秋田 この地で
　　　　『生』を考える」、民間団体の
　　　　活動紹介
▶申込期限／9月5日（木）

●問い合わせ先／障害福祉課
  3055-223-1495 5055-223-1464
　詳しくは WEBで

開催

検 索山梨　介護職員養成

介護資格の取得と就職を
サポート

　県の委託先を通じて派遣された
介護施設などで働きながら「介護職
員初任者研修」の修了を目指す方
の給与と研修費用を負担します。
▶対象者／山梨県在住。離職者または
　未就職者で介護資格（介護福祉士、
　ヘルパー1級・2級など）を持っていな
　い、または、研修を受講中でない方。
▶派遣期間／
　①10月1日（火）～平成26年2月28日（金）
　②11月1日（金）～平成26年2月28日（金）
▶定員／各40名

●問い合わせ先／長寿社会課
  3055-223-1455 5055-223-1469
　（株）パソナ （委託先）

  30120-000-982
　詳しくは WEBで

検 索山梨　広告設置

9月10日は
屋外広告の日です

　屋外広告物は、無秩序に設置さ
れると、街並みや自然景観を乱す原
因になります。住んでいる人が誇りを
持つことができる美しい県土づくり
のため、大きさや色などルールに沿
った広告物の表示にご協力をお願
いします。
●問い合わせ先／美しい県土づくり推進室
  3055-223-1325 5055-223-1857
　詳しくは WEBで

検 索やまなし就職応援

仕事探し応援！
合同就職面接会

▶日時／9月20日（金） 午後1時～4時
▶場所／ハイランドリゾート ホテル＆スパ
　　　　（富士吉田市）
▶対象／平成26年3月に大学などを
　　　　卒業予定の方、一般求職者
▶内容／企業の採用担当者との面談
　　　　各種相談コーナー
※事前の申し込みは不要です。

●問い合わせ先／労政雇用課
  3055-223-1562 5055-223-1564
　詳しくは WEBで

開催

検 索富士ふれあいの村まつり

第18回
富士ふれあいの村まつり

　障害のある方との交流を深めるイ
ベントです。福祉施設や支援学校の
皆さんによる演技・演奏をはじめ、模
擬店、フリーマーケット、体験工房な
ど、子どもから大人まで楽しめます。
▶日時／9月21日（土）
　　　　午前10時～午後2時40分
▶場所／富士ふれあいの村（富士河口湖町）

●問い合わせ先／富士ふれあいセンター
  30555-72-5533 50555-72-5539
　詳しくは WEBで

開催

検 索山梨　食の大会

やまなし食の安全・
食育推進大会

　9月は「食の安全・安心推進月間」。
生活の基本である食の安全・安心に
ついて、あらためて考えてみませんか。
▶日時／9月18日（水）
　　　　午後1時30分～4時10分
▶場所／かいてらす（甲府市）
▶内容／講演「みんなが元気になる
　　　　食育」（講師：（有）スタジオ食
　　　　代表 牧野直子氏）、事例発表
※事前の申し込みは不要です。

●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　農業大学校

農業大学校推薦入学生募集

　山梨の農業を成長産業にしてい
く気概を持った学生を募集します。
▶募集科／養成科
▶試験日／10月24日（木）
▶試験内容／面接、小論文
▶受験資格／県内の高等学校を卒業ま
　たは卒業予定の者で、学校における
　成績および人物が優秀で、学校長が
　推薦した者
▶出願期間／9月24日（火）～10月7日（月）

●問い合わせ先／農業大学校
  30551-32-2269 50551-32-2034
　詳しくは WEBで

くう

検 索やまなしフットパス

9/8（日）

9/18（水）

9/23（月）

9/28（土）

春日居の探検隊になろう!!
社寺をワイワイガヤガヤ楽しく知る旅

春日居
スポーツ広場

山県大弐ゆかりの百石町を歩き、
穴切神社の神楽殿にて雅楽を堪能

甲府駅南口
（信玄公像前）

甲斐市ちいさな旅／甲斐市、山県大弐ゆかり
の地を歩き、大弐学問祭を楽しむ

甲斐市役所
新館前

秘境・竜門峡と武田家終焉の地を訪ねて 景徳院下駐車場
（甲州市大和町）

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

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。

※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。

月
の
主
な
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ア
ー

99/4
9/11
9/18
9/25

9/2
9/9
9/16
9/23
9/30

YBSテレビ
やまなし元気ナビi
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月

テ
レ
ビ
番
組
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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

富士の国やまなしを
全力で走るサイト

9月10日は下水道の日

富士の国やまなし国文祭記念事業
「与謝野晶子展」

県庁防災新館オープン

富士の国やまなし国文祭記念事業
「食いしんぼうの縄文人」

沢登切子保存会
名取　茂

山本基礎工業株式会社　
山本　武一

放
送
予
定

明和工業株式会社　
輿水　博 

紗耶加人形家元
志村　とみ

9月号
［vol.113］


