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富士ビジターセンター

　富士山の自然を守る富士山レン
ジャーの

活動と役割などを紹介します。

　文学の中に描かれてきた多彩
な富士山

の姿を、その作品の中に探ってい
きます。

環境科学研究所

▶富士山・火山写真展／～２月２
３日（日）

▶環境作品上映会／２月１６日（
日）

　午前9時30分～「センスオブワ
ンダー」

　午後1時30分～｢四季 富士山
」｢彩り～山梨の桜｣

▶日時／～2月28日（金） 正午

　　　　※8日（土）午後、9日（日
）、16日（日）

　　　　　を除く
▶場所／県庁防災新館1階 やま

なしプラザ

なるほど富士山セミナー

富士山の日関連イベント

▶日時／２月２３日（日）　午後１
時３０分～

▶場所／県立図書館１階交流ルー
ム101（甲府市）

▶講師／県立文学館学芸幹 小
石川 正文氏

▶内容／「富士山と文学 ～富士
への思い～」

　※定員50名で、事前整理券が
必要です。

検 索山梨　富士山の日

検 索山梨　環境研

検 索富士ビジター●問い合わせ先／富士ビジター
センター（年中無休）

　30555-72-0259 50555-72-0211

●問い合わせ先／県立図書館（
指定管理者）

　3055-255-1041 5055-255-1042

●問い合わせ先／観光資源課  3055-223-1521 5055-223-1670

●問い合わせ先／観光資源課

　3055-223-1521 5055-223-1670
●問い合わせ先／環境科学研究

所30555-72-6203

　　　　　　　　　　   50555-92-6204

富士山憲章（行動規範）
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２月２３日（日）のイベント

富士山の日記念ポストカードプ
レゼント

▶８時３０分から、来場者先着１０
０名に

館内ガイドツアー･富士山のマメ
知識

　富士山の成り立ちや特有の自
然について、

スタッフが分かりやすく説明しま
す。

▶午後1時30分～3時30分　※
1回約15分 富士山レンジャー写真展

　２月２３日を中心に、県や市町村などがさまざまなイベントを用意しています。無料招待や割引を行う施設もあります。富士山
のためにそれぞれができることを、楽しみながら考えてみませんか。詳細はチラシやホームページなどで確認をしてください。

富士山を学べる県の施設・イベント富士山を学べる県の施設・イベント

まだまだある！！

　富士山などの自然・環境に関す
る研究、普及教育な

どを行っている施設です。自然観
察セミナー・講座など

を開催するほか、出張講義も行い
ます。

　富士山と富士北麓の自然や歴

史・文化などを、展示や映像を通

して学べる施設です。登山・観光

情報も提供しています。

一 富士山の自然を学び、親しみ、
　 豊かな恵みに感謝しよう。
一 富士山の美しい自然を大切に守り、
　 豊かな文化を育もう。
一 富士山の自然環境への負荷を減らし、
　 人との共生を図ろう。
一 富士山の環境保全のために、
　 一人ひとりが積極的に行動しよう。
一 富士山の自然、景観、歴史・文化を
　 後世に末長く継承しよう。
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　山梨県民の心のふるさと「富士山」。私たちは富士
山憲章の精神にのっとり、富士山について理解を深め
るとともに、この世界遺産を後世に引き継いでいかな
ければなりません。
　富士山の豊かな自然環境や美しい景観を守る活動
に積極的に参加するとともに、世界中から訪れる人々
に対して、一人ひとりが「おもてなしの心」で接してい
きましょう。
　そうした取り組みが、国際的なグレードの高い観光地
をつくり上げ、山梨県の発展にもつながっていきます。

行って
みよう！

（富士河口湖町）

（富士吉田市）

※上映時間は午前・午後とも2時
間程度

※月曜日を除く

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 つくやま （南アルプス市）

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

築　山

いじめ･不登校ホットライン

　総合教育センターでは、児童・生
徒とその保護者が抱えている、いじ
めや不登校に関する悩み・相談に
24時間、365日、専用電話で応じて
います。一人で悩まずに、まずは電
話してください。
いじめ･不登校ホットライン
4０５５‐２63‐3711

検 索山梨　食品ウォッチャー

食品表示ウォッチャーを募集

　日常の買い物の際に食品表示を
確認し、県に報告していただく「食
品表示ウォッチャー」を募集中です。
専門的な知識・資格は不要です。
※活動に対して薄謝を用意しています。

▶募集人員・任期／30名程度・約1年間
▶応募方法／応募用紙に応募理由など
　必要事項を記載して、郵送・ファクス・
　電子メールで提出
▶応募締切／2月21日（金）必着

●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

検 索山梨　消費生活相談員

消費生活相談員を募集

　地域で消費生活の相談窓口とな
り、消費者トラブルを未然に防ぐた
めの普及啓発などを行っていただく
消費生活相談員を募集中です。
※活動に対して薄謝を用意しています。

▶募集人員・任期／16名・2年間
▶応募方法／応募用紙に応募理由など
　必要事項を記載して、郵送・ファクス・
　電子メールで提出
▶応募用紙／消費生活安全課、県民生
　活センター、各地域県民センター、各
　市町村で配布
　※県ホームページからダウンロード可
▶応募締切／2月21日（金）必着

●問い合わせ先／消費生活安全課
  3055-223-1352 5055-223-1587
　詳しくは WEBで

検 索山梨　新しい学校

新設高等支援学校の校名を募集

　平成27年4月に開校する、県下初
となる軽度の知的障害がある生徒
を対象とした高等支援学校の校名
を募集します。校名は「○○○学園」
を基本とします。
▶募集期間／
　2月5日（水）～3月20日（木）

●問い合わせ先／新しい学校づくり推進室
  3055-223-1752 5055-223-1768
　詳しくは WEBで

検 索山梨　農大

県立農業大学校
入学生募集（後期）
▶試験日／2月25日（火）
▶出願期間／2月3日（月）～17日（月）
▶募集科／養成科・専攻科
　※出願資格・試験内容は科によって異
　　なります。

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

検 索山梨　峡南技専

峡南高等技術専門校
入校生募集（後期）

▶試験日／3月3日（月）
▶出願期間／～2月14日(金)
▶募集科／電気システム科
▶募集人員／12名
▶応募資格／高等学校卒業者(3月卒業
　見込者を含む)または、これと同等以
　上の学力を有すると認められる者
▶試験科目／国語、数学、面接

●問い合わせ先／峡南高等技術専門校
  30556-22-3171 50556-22-3172
　詳しくは WEBで

検 索山日YBS球場

「山日YBS球場」誕生！

　小瀬スポーツ公園野球場のネーミ
ングライツスポンサーが、株式会社山
梨放送に決定し、３月１日から同球場
の愛称が「山日YBS球場」となります。
　県を代表するこの球場では、市町
村対抗野球や高校野球大会など、
各種大会が開催されています。ナイ
ターでの利用も可能です。
●問い合わせ先／都市計画課
  3055-223-1722 5055-223-1724
　詳しくは WEBで

検 索山梨　農業技術

総合農業技術センター
研究成果発表会

　米・麦・野菜・花などの栽培方法
や、品種・肥料・病害虫などに関する
新技術の研究成果を、分かりやすく
紹介します。どなたでも参加できます。
▶日時／2月20日（木） 午後1時～4時
▶場所／双葉ふれあい文化館（甲斐市）
※事前の申し込みは不要です。

●問い合わせ先／総合農業技術センター
  30551-28-2496 50551-28-4909
　詳しくは WEBで

開催

検 索山梨　北方領土

2月7日は「北方領土の日」

　歯舞群島、色丹島、国後島、択捉
島は日本固有の領土です。この機会
に、北方領土問題について考えてみ
ませんか？
※北方領土が日本の領土であることを定
　めた日魯通好条約（1855年）の調印日
　にちなんで、2月7日が「北方領土の日」
　と定められました。

●問い合わせ先／広聴広報課
  3055-223-1339 5055-223-1525
　詳しくは WEBで

はぼまいぐんとう しこたんとう くなしりとう えとろふ

とう

検 索山梨　安心情報

ストップ! 振り込め詐欺

　振り込め詐欺の手口は、多様化し
ています。次のような場合は、詐欺
だと疑い、すぐに振り込みなどをし
ないで、相談、または最寄りの警察
署に通報してください。
●電話で「風邪で声がおかしい」
　　　　「電話番号が変わった」と言う
●警察官・銀行員・弁護士・上司などを名
　乗っての振り込み要求
●代わりの者への現金受け渡し指示
●通帳・キャッシュカードを取りにくる
●身に覚えのない料金請求や融資保証
　金の要求

●相談・通報先／警察本部総合相談室
  3♯9110  または最寄りの警察署
　詳しくは WEBで

　詳しくは WEBで

みんな い い

検 索山梨　教育相談担当

2/3
2/10

月曜日
PM6：57～7：00

テレビ
番　組 メンタルヘルスの推進

冬の献血推進

放送予定 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

2/17
2/24

YBSテレビ
2/5
2/12

水曜日
PM6：55～7：00

2/19
2/26

山梨いまじんテレビ山梨

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

甲州鞍馬石　
石　人 　 佐藤照幸

作　家　　濃野初美

シンガーソングライター・
ボサノヴァ弾き語り　小口真理子

ワインアドバイザー
　　　　　　長谷部賢

2月

やまなし元気ナビ iもチェック

やまなし元気ナビ iもチェック

やまなし元気ナビi
アイ

振り込め詐欺防止

富士山の日

2月号
［vol.118］


