
 発行：山梨県広聴広報課　　　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　 Fax:055-223-1525　 e-Mail:koucho@pref.yamanashi.lg.jp

愛宕山こどもの国
4055-253-5933

武田の杜
4055-251-8551
県立考古博物館
4055-266-3881

県立考古博物館
4055-266-3881

県立博物館
4055-261-2631

県立博物館
4055-261-2631

金川の森
40553-47-2805

山梨ジュエリーミュージアム
4055-223-1570

リニア見学センター
40554-45-8121

富士山科学研究所
40555-72-6203

県立科学館
4055-254-8151

県立美術館
4055-228-3322

笛吹川フルーツ公園
40553-23-4101

ゴールデンウイーク中（5/3～6）の主なイベント
開催日 イベント名 会場・問い合わせ先

特別展「デザインあ展 in YAMANASHI」

企画展「県都甲府の500年」

企画展「人口拡大の時代 －郷村・荘園の成立と展開－」

写真で楽しむトリック3Dアート展

森のガイドウオーク

どきどきリニア館開館5周年記念＆GWイベント

ジュエリー制作体験、企画展「魅惑のゴールド」

グリーンフェスタinフルーツ公園

山菜を楽しむ会

風土記の丘こどもまつり

愛宕山こどもフェスティバル

森のおさんぽガイド

かいじあむこどもまつり

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

3

3～4

3～5

4

4～5

県職員採用試験（大学卒業程度）
5月10日から、受付開始
▶第1次試験／6月23日（日）
▶受験資格／昭和59年4月2日から平成
　10年4月1日までに生まれた方（受験
　資格が異なる職種もあります）
▶受付期間／5月10日（金）～5月27日（月）
　※ネット受け付けは5月20日（月）まで
▶募集職種、人数など／試験案内やホ
　ームページに掲載
▶試験案内・申込書の配布／県庁本館1
　階総合案内、人事委員会事務局、各地
　域県民センターなどで、5月10日（金）
　から配布
●問い合わせ先／人事委員会事務局
  3055-223-1821 5055-223-1819

▶日時／5月28日（火）
　　　　午後2時～4時30分
▶場所／県立図書館（甲府市）
▶対象／県内に事業所があり、外国人
　留学生の雇用を検討している企業の
　人事・採用担当者
▶内容／出入国管理制度や外国人留学
　生の採用・雇用管理の説明、採用実績
　がある企業担当者の講話、個別相談
　など
▶参加費／無料
▶申込方法／ファクス
▶申込期限／5月21日（火）
●問い合わせ先／外国人材受入支援課
  3055-223-1539 5055-223-1776

検 索山梨　採用サイト

①山梨県教育大綱（仮称）
②山梨県スポーツ推進計画（仮称）
に対して、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／～5月23日（木）
●問い合わせ先／
　①私学・科学振興課 3055-223-1312
　②スポーツ健康課 3055-223-1780

検 索山梨　パブコメ

▶開催日・便数・募集数／
　7月30日（火）、31日（水）・各6便・計
　860区画
▶応募単位・料金／1区画（2座席）単位
　で2区画（4座席）まで。1区画2,160円
▶応募期限／～5月13日（月）
　（はがきでの応募は当日消印有効）
▶応募資格／県内に住所を有する方
　（同乗者も含めて全員）
▶応募方法／往復はがきの往信欄また
　はホームページからの応募フォーム
　に「体験乗車希望区画数･座席数」を
　明記の上、代表者(16歳以上の方)の
　郵便番号･住所･氏名･読み仮名･性別･
　年齢･電話番号、同乗者の氏名･読み
　仮名･性別･年齢・在住市町村名を記載。

リニアどきどき体験乗車
希望者募集 （山梨県民対象）

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
山梨県庁｢リニア体験乗車｣ 係 

検 索リニア推進課　体験乗車

　ゴールデンウイークなどに登山を計
画されている方は、「山梨県登山の安全
の確保に関する条例」により、登山届の
提出をお願いします。
　特に、昨年10月20日からは、富士山、
八ケ岳、南アルプスの指定された区域
で登山届の提出が努力義務化されまし
たので、ご注意ください。

　登山口にあるポストのほか、オンライ
ン登山届出システム「コンパス」や電子
メール、ファクスでも提出できます。
●問い合わせ先／観光資源課
  3055-223-1576 5055-223-1558

検 索山梨　山岳情報ポータル

「麓は春でも山は冬」
登山届の提出を忘れずに！

ふもと

外国人留学生
雇用セミナー

検 索山梨　就職応援

※応募要項を必ず確認してください。
●問い合わせ先／リニア推進課
  3055-223-1667 5055-223-1666

県民の皆さんのご意見を
募集しています

・氏名、住所、年齢、性別、電話番号
・登山の期間、行程
・装備品、飲料水・食糧の内容
・緊急時の連絡先

登山届の主な内容

登山届の提出方法

YBS　月曜日 PM6：57～7：00
前進！やまなし

5/ 6
5/13
5/20
5/27

山梨県のテレビ広報番組

当番組はYBSホームページでも
ご覧になれます！ 検 索前進！やまなし

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

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

5/ 1
5/ 8
5/15
5/22
5/29

春の全国交通安全運動

自動車税の期限内納付

水防月間

架空請求詐欺

横山 知己

湯田坂 遥夏

宮澤 恭子

武井 正英

曽根原 久司

山中湖観光協会
事務局長

消防副士長

武田の杜
森林セラピスト
山梨市
スポーツ少年団

ＮＰＯ法人代表

開館30周年記念企画展  宮沢賢治展 今秋開催
　詩や童話に独自の世界を切り開いた宮沢賢治。現代に生き続ける賢治作品の魅力と賢
治の掲げた理想の世界に迫ります。山梨出身の親友・保阪嘉内をはじめとする賢治を取り
巻く人々にも焦点を当てます。
▶開催期間／9月21日（土）～11月24日（日）

か ない

「雨ニモマケズ手帳」（林風舎蔵）
宮沢賢治

（写真提供 林風舎）

太宰治（1944年 撮影 渡辺好章）
御坂峠の太宰治文学碑「富士には月見
草がよく似合ふ」拓本（軸装）

●問い合わせ先／山梨県立文学館 （甲府市貢川1-5-35）  3055-235-8080 5055-226-9032 検 索山梨　文学館

芸術の森公園の豊かな自然の中にある県立文学館
　　　　樋口一葉や芥川龍之介、飯田蛇笏・龍太に
　　　　関する国内屈指のコレクションを誇る

だ こつ

　太宰治は、新婚時代、疎開時代を甲府で過ごすなど、山梨と深い結び
つきがあります。今回は文学館が収蔵する太宰に関する資料を一堂に
展示。波乱の生涯に刻まれた数々のエピソードを紹介します。
▶開催期間／～6月23日（日）
▶観覧料／一般320円　大学生210円
※小・中学生、高校生、65歳以上の方などは無料。詳しくはお問い合わせください。

開館30周年記念特設展
太宰治 生誕110年̶作家をめぐる物語̶

　文学を通じて皆さんに多くの「ことば」を届け、一緒に「その
つづき」へ向かって、新たな「ことば」を探していく。そんな場
になりたいという思いをキャッチコピー「そのことばのつづき
へ」に込め、県立文学館は、さまざまな記念展示やイベントを
開催し、文学の魅力を発信します。
　芸術の森公園には、「ミレーの美術館」として知られる県立
美術館もあります。爽やかな5月の一日、美しい自然や文化、芸
術をみんなで満喫してみませんか。

　古くから文学作品にも度々登場する囲碁。開館30
周年を記念し、文学館の茶室「素心菴」で、第74期本
因坊戦第2局が開催され、国民栄誉賞を受賞した本因
坊文裕（井山裕太九段）に河野臨九段が挑戦します。
　当日は、関連イベントとして、初手を観戦した歌人・
俳人が詠む歌・俳句の公開合評会や、プロ棋士が対
局の内容を分かりやすく説明する大盤解説会などを
開催します。ぜひご参加ください。

最も伝統のある囲碁タイトル戦
「本因坊戦」  5月22日、23日開催

開催中

～そのことばのつづきへ～

そ  しん　あん

りんもん ゆう

本因坊文裕（井山裕太九段）

県立文学館が
　開館30周年！
県立文学館が
　開館30周年！

河野臨九段茶室「素心菴」

※詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

芸術の森公園内では、多くの彫刻作品の鑑賞も楽しめる

　キャッチコピーにちなんで、短歌の上の句「あのときの 出
会いがあって 今がある」（5・7・5）に続く、下の句（7・7）をお寄
せください。応募作品は、館内に掲示し、作品集に掲載します。
▶募集期間／～8月31日（土）
※詳しくはホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

「そのことばのつづきへ」
短歌の下の句  募集中

自動車税納付は、5月31日までに
　県内金融機関などのほか、次のコンビニでは、全国どの店舗でも
納付できます。
▶セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ローソンなど
※納付場所の詳細は、納税通知書裏面をご覧ください。
●問い合わせ先／自動車税センター
  3055-262-4662 5055-263-2421 検 索山梨　自動車税
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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


