1日に新聞と山梨県ホームページ http://www.pref.yamanashi.jp に掲載

原則 毎月

12月号

（日）は衆議院議員総選挙･
12月14日

最高裁判所裁判官国民審査の投票日！

vol.128

◎投票時間／午前 7 時〜午後 8 時（一部地域を除く）
期日前投票

都合により投票日
（12月14日）
に投票できない方が対象

▶期間／それぞれ期間が異なりますのでご注意ください。
■ 衆議院議員総選挙：12月3日
（水）
〜13日
（土）
■ 最高裁判所裁判官国民審査：12月7日
（日）
〜13日
（土）
▶時間／午前8時30分〜午後8時（一部地域を除く）

投票日は

12月14日（日）

●問い合わせ先／県選挙管理委員会

みんなで投票
みんなで参加

3055-223-1829 5055-223-1830

または、
お住まいの市町村の選挙管理委員会まで

公共交通フェスティバル
バスや鉄道などの公共交通に親しむ
ことのできるイベントです。
▶日時／12月6日
（土）
午前10時〜午後3時
▶会場／甲府駅北口よっちゃばれ広場
藤村記念館、ペデストリアンデッキ
▶内容／バスの車両展示･体験乗車、
ミニ電動バス運行、バスで行くミステ
リーツアー、山梨の鉄道の歴史シアタ
ー、
ひし丸くんと遊ぼう など
●問い合わせ先／交通政策課

3055-223-1665 5055-223-1335
山梨

公共交通フェス

検索

我が家の省エネライフ大作戦
（冬期）参加者募集
ご家庭で省エネにチャレンジした方
に、抽選で記念品をプレゼントします。
▶応募条件／取り組んだ省エネ行動 3
つと、12 月〜1 月の電気使用量（昨年
度と今年度の両方）
を記載すること
▶応募方法／応募用紙を郵便、電子メ
ール、
ファクスで送付。または
「やまな
しくらしネット」
から申請
▶応募締切／2月20日
（金）消印有効

深めよう理解と交流
第1回
・文化祭開催
山梨県 障害者芸術
障害者文化展で知事賞を受賞した陶芸作品
「ビル街から望む赤富士」、および制作したデ
イケア
「いこいの家」
（市川三郷町）の皆さん

大きな感動と勇気をもたらした「第 13 回全国障害者

芸術･文化祭やまなし大会」から1 年。その成果を引き

継ぎ、障害者の自立と社会参加、県民の障害への理解

♥日時／12月6日
（土）、7日
（日）
両日とも午前10時〜午後3時
♥会場／やまなしプラザ（山梨県防災新館1階）

をさらに進めていくため、山梨県版の障害者芸術・文

甲府駅

平和通り

化祭を開催します。
多くの人と出会い、心温まる交流を楽しみせんか。

舞鶴城公園

南口

N

山梨県庁
地下駐車場

（県庁東門から進入）

県民
会館

山梨県防災新館 P
スクランブル交差点

音楽や演劇･舞踏･伝統芸能などの発表（ 6 日）※一部は7日

ふれんどりーゆう／フリースタイルミュージック
「声の即興と、楽器の演奏とダンス」

kie&Vividboys／ダウン症者によるリズムダンスパフォーマンス
白州いずみの家サロンドサバール／アフリカンドラムによる演奏

検索

山梨県公務研究セミナー・
職場見学ツアー 2014
県職員の業務や仕事のやりがいなど
について理解を深め、職場の雰囲気を
体感してください。
▶日時／12月25日
（木）
午前11時〜午後4時30分
▶会場／県庁、県の出先機関ほか
▶内容／組織・職種別業務説明、職場見
学、職員による個別相談 など
▶申込方法／｢やまなしくらしねっと｣
から申請
▶申込期限／12月10日
（水）※先着順
●問い合わせ先／人事委員会事務局

3055-223-1821 5055-223-1819
山梨

採用サイト

検索

せりふ

麦の家 影絵グループ／オリジナルの台詞と人形を使った影絵人形劇
ドリーマーズ／ヒップホップダンス
「崖の上のポニョ」
など
大きな声援と拍手が湧き上がった舞台発表

障害者文化展優秀作品（書道、絵画、工芸、文芸など）の展示（ 6 日・7日） （第13回全国障害者芸術･文化祭やまなし大会で）

ふれあい交流 〜新たな出会い、深まる理解〜

広報紙「ふれあい」についてのご意見やご感想をお寄せください。Tel.055-223-1339

2015 for December

▶日時／12月10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 27 年 3 月に大学などを卒
業予定の方、
および既卒3年以内の方
▶内容／企業の採用担当者との面接
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
やまなし就職応援

検 索

看護職員就職ガイダンス
▶日時／12月24日
（水）
午後1時〜4時30分
▶場所／県立図書館（甲府市）
▶対象／看護資格保有者、看護学生
▶内容／病院･福祉施設などの採用担
当者との個人面接、
ナースセンター職
員による仕事の探し方相談 など
※事前の申し込みは不要です。
●問い合わせ先／医務課

3055-223-1484 5055-223-1486
山梨

看護職ガイダンス

検 索

平成27･28 年度 建設工事･コンサル
タント等入札参加資格申請受付
▶受付期間／
1月19日（月）〜2月13日（金）
▶申請方法／インターネット上での申請
※新規申請者は対面審査が必要。対面
審査の予約期間は、12 月17日（水）
〜
1月14日（水）
●問い合わせ先／県土整備総務課

3055-223-1673 5055-223-1674
山梨

県土整備総務

検 索

県営住宅の入居者募集
家賃が低廉な｢準特定優良賃貸住宅｣
の新規入居者を募集します。
▶募集戸数／26戸
▶募集団地／ホームページに掲載
▶募集期間／12月10日
（水）
〜25日
（木）
▶入居予定／平成27年3月2日
（月）

●問い合わせ先／山梨県住宅供給公社
山梨

建築住宅

検 索

山梨県のテレビ広報番組
YBS

検索

検 索

やまなし合同就職説明会

検索

アイ

障害のある方が丁寧に手作りしたスイーツなどを販売

三ない運動

3055-237-1656 5055-237-7095

やまなし元気ナビ i

◎神部冬馬さんのコンサート（6日・7日 午後0時30分）
◎視覚障害者用囲碁の大会（6日 午後0時30分）
◎授産製品の展示・販売（6日・7日）
◎ゆるキャラとのふれあい（6日・7日）
◎障害者の主張大会（7日 正午）など

●問い合わせ先／障害福祉課 3055-223-1461 5055-223-1464 山梨 障害福祉

明るい選挙

3055-223-1458 5055-223-1475
山梨 パブコメ

やまなし大使 神部冬馬さんの
コンサートも開催

3055-223-1829 5055-223-1830

3055-223-1330 5055-223-1781
② ③子育て支援課

グリーンヒルホーム音楽クラブ／合唱「Let It Go〜ありのままで〜」
など

7日 ナシの実／バリアフリー映画｢犬と猫と人間 2 ‒ 動物たちの大震災｣（ 午前10時）

●問い合わせ先／県選挙管理委員会

※世帯構成員が4名以上の世帯を優先。
応募が募集戸数を上回る場合は抽選
となります。

●問い合わせ先／① 富士山保全推進課

渡辺智広／ダウン症者によるCDに合わせたドラム演奏

発行：山梨県広聴広報課

省エネライフ

▶募集期間／〜12月12日
（金）

午後 敷島緑陽園／歌とダンスを合わせた演劇

◎講演（6日 午前10時30分）
「障害者の芸術文化活動と障害者権利条約」
講師：東洋英和女学院大学 石渡和実 教授

山梨

①「山梨県世界遺産富士山基本条例
（仮称）」
（骨子案）、②「やまなし子ども・
子育て支援プラン
（仮称）」
（素案）、およ
び③「家庭的養護の推進に向けた山梨
県推進計画（仮称）」
（素案）
に対して、
ご
意見を募集しています。これらは、ホー
ムページの他、県民情報センターや各
地域県民センターでも入手できます。

フラダンス、演劇
午前 きんが工房生活介護／太鼓演奏、

◎美 術・文 芸

3055-223-1506 5055-223-1505

年末年始は贈り物の多い時期です
が、政治家が選挙区内の人にお金や物
を贈ることも、有権者がそれらを求める
ことも禁止されています。

皆さんのご意見を募集中

芸術・文化祭 〜高い芸術性、豊かな感性を知る〜
◎芸術舞台など

●問い合わせ先／エネルギー政策課

贈らない! 求めない! 受け取らない!
政治家と有権者のクリーンな関係を

月曜日 PM6：57〜7：00

山梨いまじん
UTY

水曜日 PM6：55〜7：00
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やまなし産業大賞

12/

12/
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小児救急電話相談

12/10

消しゴムはんこ作家

12/15

我が家の
省エネライフ大作戦（冬期）

12/17

洋蘭栽培家
内田 傅

12/22

年末年始の交通安全

12/24

チョークアーティスト

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！ やまなし元気ナビi 検 索

Fax.055-223-1525

3

美容師
伏見 奈々子

12/
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当番組はUTYホームページでも
ご覧になれます！ 山梨いまじん

e-Mail:koucho@pref.yamanashi.lg.jp

検索

