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9月はがん征圧月間
　生涯で2人に1人が、がんにかかると
いわれています。検診で発見されるが
んは7割が早期がんです。早期発見・早
期治療のため、がん検診を受けましょう。
●問い合わせ先／健康増進課
  3055-223-1497 5055-223-1499

検 索山梨　がん情報

9月10日は屋外広告の日
　屋外広告物は、無秩序に設置される
と、町並みや自然景観を乱す原因になり
ます。また、老朽化による落下などの事
故を防ぐため、日頃の点検や補修も重要
です。大きさ・色・適切な管理など、ルー
ルに沿った広告物の表示にご協力くだ
さい。
●問い合わせ先／景観づくり推進室
  3055-223-1325 5055-223-1857

検 索山梨　広告物の設置

農大マルシェ
　山梨の農業の未来を担う、農業大学
校の訓練生が丹精込めて栽培した野菜
や果物を販売します。
▶日時／9月12日（木）
　　　　午前11時～午後2時
▶場所／県防災新館 県民ひろば（甲府市）
▶内容／野菜（トマト、キュウリなど）や
　果物（モモ、ブドウなど）の販売
●問い合わせ先／農業技術課
  3055-223-1616 5055-223-1622

検 索県民ひろば　農大マルシェ

皆さんのご意見を募集
　「第2次山梨県環境基本計画」中間見
直し（素案）へのご意見を募集していま
す。資料は、県ホームページのほか、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。
▶募集期間／～9月19日(木)
●問い合わせ先／森林環境総務課
  3055-223-1634 5055-223-1636

検 索山梨　パブコメ

　障害のある方との交流を深めなが
ら、子どもから大人まで楽しめるお祭り
です。
▶日時／9月14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）
▶内容／福祉施設や支援学校の皆さん
　による演技・演奏、模擬店、フリーマー
　ケット、お楽しみ抽選会など
●問い合わせ先／富士ふれあいセンター
  30555-72-5533 50555-72-5539

富士ふれあいの村まつり

検 索富士ふれあいの村まつり　

下水道まつり
　下水道の仕組みなどを楽しく学び、下
水道への理解、関心を深めるためのイ
ベントです。
▶日時／9月7日（土）
　　　　午前10時～午後2時
▶場所／峡東浄化センター（笛吹市）
▶内容／施設見学会、水質実験、お楽し
　み抽選会、パネル展示など
●問い合わせ先／下水道室
  3055-223-1725 5055-223-1729
　（公財）山梨県下水道公社
  3・5055-263-2738

検 索山梨　下水道まつり
　9月は「食の安全・安心推進月間」で
す。この機会に、食の安全・安心や食育
に対する知識や理解を深めましょう。
▶日時／9月27日（金）
　　　　午後1時～4時
▶場所／県立文学館講堂（甲府市）
▶内容／講演「安全な食を、安心して食
　べるために～消費者として知ってお
　きたいこと～」（講師：消費生活コンサ
　ルタント 森田満樹氏）、食育優良活動
　表彰、活動事例発表など
▶参加申し込み／電話、ファクス
※参加無料
●問い合わせ先／消費生活安全課
  3055-223-1355 5055-223-1320

やまなし食の安全・食育推進大会

検 索山梨　食の安全　大会

　地方税滞納者から差し押さえた土地
の入札公売を実施します。
▶日時／9月11日（水） 
　　　　午後1時30分～2時
▶場所／東八代合同庁舎（笛吹市）
▶参加資格／滞納者本人などを除き、
　どなたでも参加できますが、事前に公
　売保証金の納付などが必要です。
●問い合わせ先／総合県税事務所
  3055-261-9120 5055-261-9127

合同不動産公売を実施

検 索山梨　合同公売

▶推薦入学試験の出願期間／
　9月12日（木）～25日（水）
▶試験日／10月9日（水）
▶募集要項／農業技術課、農業大学校
　（北杜市）で配布
●問い合わせ先／農業大学校
 30551-32-2269 50551-32-2034

農業大学校

検 索山梨　農業大学

宝石美術専門学校

検 索山梨　宝石学校

▶推薦入学試験（1次）の出願期間／
　9月10日（火）～27日（金）
▶試験日／10月9日（水）
▶募集要項／産業人材育成課、産業技
　術短期大学校（甲州市、都留市）で配布
●問い合わせ先／産業技術短期大学校
 30553-32-5201 50553-32-5203

産業技術短期大学校

検 索山梨　産短大

▶推薦・一般入学試験の出願期間／
　9月20日（金）～10月4日（金）
▶試験日／10月21日（月）
▶募集要項／産業人材育成課、峡南高
　等技術専門校（富士川町）で配布
●問い合わせ先／峡南高等技術専門校
 30556-22-3171 50556-22-3172

峡南高等技術専門校

検 索山梨　峡南技専

入 学 生 募 集

▶推薦入学試験の出願期間／
　9月17日（火）～10月10日（木）
▶試験日／10月19日（土）
▶募集要項／地域産業振興課、宝石美
　術専門学校（甲府市）で配布
●問い合わせ先／宝石美術専門学校
 3055-232-6671 5055-233-6357
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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

※番組内容が変更に
　なる場合があります

がん対策

不妊・不育治療支援

知事と語る　やまなしづくり

受動喫煙対策

薬物乱用は「ダメ、ゼッタイ。」

井原　純平

若尾　直子

植田　瞳

横山　宏

NPO法人がんフォーラム山梨
理事長

NPO法人山梨ホスピス協会
理事長

フォトグラファー

手話通訳士

昨年の物品展示販売会の様子
※今年は甲府駅北口よっちゃばれ広場で開催

9月6日（金）
　 7日（土）

日時

場所

両日とも
午前10時～午後3時

甲府駅北口
よっちゃばれ広場
　　　　　　　　ほか

舞台発表

親子アンサンブル／Marina’s
落語／山本麻貴
障害者スポーツの紹介
　　　　　　（ボッチャ、サウンドテーブルテニス）

午後午後

7日 午前6日 午前 ファッションショー

合唱／桃花台学園合唱部

合唱・演奏会・ダンスなど盛りだくさんのプログラム

第22回山梨県障害者文化展も同時開催

　県では、障害の有無などにかかわらず、全て
の人がお互いを理解し、助け合うことで共に
生きていく「共生社会」の実現を目指していま
す。その取り組みの一つとして、障害のある方
の自立と社会参加を進める「山梨県障害者芸
術・文化祭」を今年も開催します。ぜひ参加し
て、楽しみながら理解と交流を深める機会と
しましょう。

理解と交流を深め、共生へ理解と交流を深め、共生へ
障害者芸術・文化祭開催第6回

山梨県

※舞台発表、物品展示販売会のほか、県立図書館や県防災新館でも多くのイベントが開催されます。
　詳しくはホームページをご覧ください。

●問い合わせ先／障害福祉課 3055-223-1461 5055-223-1485 検索山梨　障害者芸術・文化祭

手話スピーチ・手話パフォーマンス／
　　　　　　　　身延山高校手話コミュニケーション部

和太鼓／桃花台学園太鼓部　など
ライブ／岩崎けんいち

ダンス／あゆみキッズ

合唱／アルテスパティオ合唱団

物品展示販売会
障害のある方が作った物品など盛りだくさんの販売会

　障害のある方の芸術文化活動作品（書道、絵画、工芸、文芸など）を
1000点以上展示します。

ヒップホップダンス・車イスダンス／ドレミステップ
ピアノ／吉田沙緒里
歌とダンス／敷島緑陽園
歌唱と楽器演奏／マカロニーズ　など

パンやクッキー、果物、アクセサリーなどを展示販売します。
6日、7日共に20以上の施設が出展します。

場所／甲府駅北口よっちゃばれ広場

場所／甲府駅北口よっちゃばれ広場

▶日時／9月5日（木）～9日（月） 午前10時30分～午後7時
▶場所／山交百貨店 5階（甲府市）

甲 府 駅
南口

北口

山梨県庁 舞鶴城公園
平
和
通
り

県防災新館

県立図書館

甲府駅北口
よっちゃばれ広場

山交百貨店

N

やまなし農福マルシェを開催！　～障害のある方が農業で活躍～
　県では、障害のある方の就労機会の拡大や収入向上を目指すため、障害者施設と農家が連携する「農福連携」を
推進しています。その取り組みの一環として、8月7日、イオンモール甲府昭和で、“やまなし農福マルシェ”を開催
し、障害のある方が作った野菜や果物、加工品のPRや農産物販売会などを行いました。“やまなし農福マルシェ”で
は、今後も農産物販売会を行います。

農産物販売会
▶日時／9月4日（水）、18日（水）
　　　　10月2日（水）、16日（水）、30日（水）  いずれも午前11時～午後1時
▶場所／県防災新館  県民ひろば（甲府市）

●問い合わせ先／県農福推進連携センター 3055-223-1361 5055-223-1485 検索山梨　農福マルシェ イオンモール甲府昭和での“やまなし農福マルシェ”

自殺予防週間 ～ひとりで抱え込まないで～
　9月10日から16日までは自殺予防週
間です。周りの人の様子が普段と違うと
感じたら、まず声を掛けることから始め
ましょう。もし、あなた自身が悩んでいた
ら、一人で悩むより、まずお電話を。
●問い合わせ先／障害福祉課
  3055-223-1495 5055-223-1464 検 索山梨 自殺防止

こころの健康相談統一ダイヤル

30570-064-556
■日中（月～金）：午前9時～正午
　　　　　　　  午後1時～ 4時
■夜間（火～土）：午後4時～10時

お　こ　な　おう　 まも　ろう　よ　　こ　こ　ろ
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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


