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　6月1日からの1週間は「山梨県HIV検
査普及週間」です。日中の検査に加えて
夜間検査・相談を実施します。
　匿名・無料ですので、感染について少
しでも気になる方は、相談し、検査を受
けましょう。

※上記以外の時間にも実施しています。
　詳しくはホームページをご覧ください。
※検査は完全予約制です。各保健所で予
　約を受け付けています。
●問い合わせ先／健康増進課
  3055-223-1494 5055-223-1499

HIV検査普及週間

検 索山梨　HIV検査普及

　南アルプスの自然保護と交通混雑の
緩和のため、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21日（金）～11月4日（月）
　※規制期間以外は通行止め
▶規制区間／
  ・県営林道南アルプス線（芦安～広河原）
  ・県道南アルプス公園線（奈良田～広河原）
▶利用者協力金／片道1人200円
●問い合わせ先／観光資源課
  3055-223-1576 5055-223-1558

南アルプス マイカー規制
を実施します

検 索南アルプス　マイカー

　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。
　達成したチームは、ギフト券などの賞
品が当たる抽選会に参加できます。
▶募集期間／～6月28日（金）
▶チャレンジ期間／7月21日（日）～
　11月20日（水）までの123日間
▶参加資格／運転免許（国内免許）を持
　つ県内在住者か在勤者
▶参加費／1チーム 3,150円（無事故・無
　違反確認用の運転記録証明書申請料）
※7月21日時点で全員が65歳以上であ
　れば3人からチームを組めます。
●問い合わせ先／交通政策課
  3055-223-1353 5055-223-1335

セーフティードライブ・チャレンジ
123 参加チーム募集

検 索山梨　チャレンジ123

  6月は男女共同参画推進月間です。性
別に関わりなく誰もが個性と能力を発
揮できる男女共同参画社会を実現する
ため、「働く・くらす・備える」をテーマに
フォーラムを開催します。
▶日時／6月22日（土）
　　　　午後1時30分～4時
▶場所／甲府市総合市民会館（甲府市）
▶内容／山梨県男女共同参画推進事業
　者等表彰、基調講演・シンポジウムなど
▶参加費／無料
▶参加申し込み／電話、ファクス、メール
※無料託児（要予約）あり
●問い合わせ先／県民生活・男女参画課
  3055-223-1358 5055-223-1320

やまなし男と女との
フォーラム

検 索やまなし　男と女

ひと　　　ひと

場　所 日　時
峡東保健所（山梨市）
TEL：0553-20-2752
富士・東部保健所（富士吉田市）
TEL：0555-24-9035
中北保健所 （甲府市）
TEL：055-237-1403

6月4日（火）
午後5時～8時
6月5日（水）
午後5時～8時
6月6日（木）
午後5時～8時

夜間検査・相談

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
前進！やまなし

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

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

山梨県のテレビ広報番組

検 索前進！やまなし 検 索山梨いまじん

UTY　水曜日 PM6：55～7：00
山梨いまじん

幡野　寛人

大戸　洋子

松本　千佳

大久保　健

身延町
地域おこし協力隊

OTO.PAIN店主

フェリチタ研究所代表

県立ひばりが丘高校
うどん部顧問

食育月間

連携型中高一貫教育

甲府城跡の国史跡指定

食育推進全国大会

※番組内容が変更に
　なる場合があります

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

　食育を推進するため、幼稚園や学校、地域など
で、料理教室や農業体験など食に関する学習活
動を行う際、県に登録された食育推進ボランティ
アが食育活動をサポートします。
　「子どもに食の大切さを教えてほしい」「郷土料
理の作り方を教えてほしい」「作物の植え付けや
収穫を体験したい」などの希望があれば、気軽に
相談してください。

食育推進ボランティア活動を実施中

6月は「食育月間」6月は「食育月間」
楽しみながら知ろう 食の大切さ
　食べることは、人間が生きていく上でとても大切なことです。そのため、食に関
する知識を身に付け、健康的な食生活を実践する力を育む食育は非常に重要です。
　県では、食育推進ボランティアなど、さまざまな事業を通じて食育を推進してい
ます。また、今年度は、食育推進全国大会をはじめとして、県内各地で食に関するイ
ベントを開催します。ぜひこの機会に、食について見つめ直してみませんか。

第14回食育推進全国大会 in やまなし 6月29日（土）、30日（日）開催
食がつなぐ人と未来 ～健康寿命日本一の富士の国やまなしから全国へ～

関連イベントも開催
※当日は、このほかにも多数のイベントを開催します。また、サブ会場である甲府駅北口よっちゃば
れ広場でもステージショーやマーケットなどを開催します。詳しくはホームページをご覧ください。

主なイベント

▶開催日時／6月29日（土） 
　　　　　　午後1時～2時30分
▶内容／「郷土食の再生からの新たな展開」
　と題した基調講演（講師：服部幸應さん）など

▶開催場所／県立博物館（笛吹市）
▶開催期間／～7月22日（月）
▶内容／山梨の食文化にまつわる資料や作品の展示

▶開催場所／富士山世界遺産センター（富士河口湖町）
▶開催日時／6月15日（土） 午後1時30分～3時
▶内容／富士信仰における行事食に関する講座（講師：同センター学芸員）

▶開催場所／県立文学館（甲府市） 
▶開催期間／6月14日（金）～7月15日（月・祝）
▶内容／食にまつわる文学作品の紹介

▶開催場所／山梨県生涯学習推進センター（甲府市） 
▶開催日時／6月5日（水）、13日（木）、28日（金）
　　　　　 　午後2時～3時30分
▶内容／専門家による山梨の食文化に関する講座

▶開催日時／6月30日（日） 午後1時～2時30分
▶内容／山梨ならではの魚の食文化などに関する講
　演会（講師：さかなクン）

▶開催日時／6月29日（土）、30日（日）
　両日とも　午前10時30分～正午
　　　　　　午後2時30分～4時
▶内容／山梨の郷土食である「小豆ほ
　うとう」や「みみ」などの試食提供

▶開催日時／6月29日（土）
　　　　　　午後3時～4時
▶内容／食べることができるのに捨てられて
　しまう「食品ロス」についてのトークショー
　（ゲスト：石田ひかりさん）

食生活・食文化
栄養・健康
農業生産・体験
食品製造・加工・流通

バランスのとれた食生活、食事マナー、調理指導など
栄養成分や食品の知識、食事摂取指導、生活習慣病予防など
農業体験・栽培技術指導など
食品加工体験、衛生管理の理解促進など

ボランティアの活動分野 サポートする主な活動内容

紙芝居で子どもたちに食の
大切さを教える食育推進ボ
ランティアの大学生

　食育推進全国大会に関連したイベントも多数開催します。ぜひお楽しみください。

※このほかにも多数の関連イベントを開催します。

武士の饗宴料理に関する展示

幼稚園で食育活動を行う食育推進ボランティアの大学生
（バナナがどのように実るのかクイズ形式で学習）
幼稚園で食育活動を行う食育推進ボランティアの大学生
（バナナがどのように実るのかクイズ形式で学習）

　●時間／午前10時～午後5時 ※30日（日）は午後4時まで　●メイン会場／アイメッセ山梨（甲府市）

検 索山梨　食育推進ボランティア

検 索山梨　食育推進全国大会食育推進全国大会や関連イベントの詳細は

小豆ほうとう みみ

「やまなしの食」を考えるシンポジウム

食品ロス削減トークショー

特別講演
「ギョギョッ 山梨のおいしいお魚のお話し」

「やまなしの食」振る舞いタイム

常設展 初夏のテーマ展示「やまなしの豊かな食文化」

世界遺産富士山講座「海と山の交流～富士信仰につながる行事食～」

閲覧室資料紹介「文学者の食卓」

山梨学講座「やまなし食のクロニクル」

農作業中の事故に注意！  6月は「農作業安全推進月間」
　トラクター・昇降機など農業機械を使用中の事故や、脚立などの高所からの転落
事故が多発しています。
    「農作業は、焦らず、急がず、慎重に！」を合言葉に、作業の安全に努めましょう。
●問い合わせ先／農業技術課
  3055-223-1616 5055-223-1622 検 索山梨　農作業事故防止

　金属製品製造業、電気機械器具製造
業、情報サービス業などで活躍する企
業が参加する就職フェアです。
▶日時／6月12日（水） 午後1時～4時
▶場所／ベルクラシック甲府（甲府市）
▶対象／2020年3月大学等卒業予定
　者、一般求職者
▶内容／企業説明や面談、各種相談コ
　ーナーなど
▶参加費／無料（事前申し込み不要）

成長分野・ものづくり企業等
合同就職フェア

　約70社の採用担当者との面接会を実
施します。
▶日時／7月4日（木） 午後1時～4時
▶場所／ベルクラシック甲府（甲府市）
▶対象／2020年3月大学等卒業予定
　者、一般求職者、高校生
▶内容／企業説明や面談、職業相談、職
　業適性診断、移住相談コーナーなど
▶参加費／無料（事前申し込み不要）
※中高年齢者支援企業や女性活躍応援
　企業のエリアもあります。
※高校生は、企業説明のみとなります。

仕事探し応援！
合同就職面接会

検 索山梨　就職応援
●問い合わせ先／労政雇用課
  3055-223-1562 5055-223-1564

土砂災害に備えましょう

検 索山梨　砂防課

もしもの時のための備え

土砂災害警戒情報の緊急速報メール配信を開始

●問い合わせ先／砂防課
  3055-223-1710 5055-223-1714

■土砂災害が発生しやすい危険箇所を調べておき、近づかないようにする。
■避難場所や避難ルートを確認しておく。
■土砂災害の前兆現象を知っておく。
　[土石流 ] 山鳴り・地鳴りがする、川が濁る など
　[崖崩れ] 崖に亀裂が入る、小石がパラパラ落ちる など 

　6月は「土砂災害防止月間」です。
　周囲を山々に囲まれた本県には、大雨の際に土砂災害の発生する恐れのある危
険箇所が多数あります。突然発生する土砂災害から命を守るため、土砂災害への
備えを再確認しましょう。

■スムーズな避難行動につなげるため、土砂災害の危険性が高まった地域の市町
村（一部を除く）にいる方の携帯電話に、土砂災害警戒情報を緊急速報メール
で配信します。配信される情報に注意を払い、早めの避難を心掛けてください。

6月1日から
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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


