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優雅で甘いバラ風呂の香り！
花かげの湯（牧丘町窪平）では、７月５日にバラ湯のサービスを行ないました。
利用者の皆さんには「摘みたてのバラの優雅な香りが漂い、特別な気分になった」
などと大好評。
市では皆さんに愛される市営温泉を目指し、ほっと癒されるイベントを計画中です。
詳細は、広報でお知らせしますのでご期待ください。

いざというときのために
市では、平成 26 年度地震防災訓練を例年どおり９月１日㈪に実施します。
地域の皆さんとの助け合いは、いざというときに命を守る重要な役割を担います。
各地区や仕事場の防災訓練には積極的に参加し、万一のときの準備をお願いします。
さて、今回は、災害用の「非常持ち出し品」「備蓄品」についての情報提供です。
避難するときに、まず持ち出すのが「非常持ち出し品」。災害直後から混乱が収ま
るまでの数日間、自足するための物資が「備蓄品」です。下表を参考に、事前に準備

非常持ち出し品と備蓄品
□ 貴重品（預金通帳、印鑑など）

  □ 現金

□ 保険証、運転免許証など（もしくはコピー）   □ 筆記用具

非常持ち
出し品

□ 携帯用ラジオ

□ 懐中電灯

□ ヘルメット・防災ずきん、非常食

□ 携帯電話（充電器）

□ 飲料水（一人一日３リットル目安）

  □ 非常食

□ タオル

□ ウェットティッシュ

□ ナイフ、箸、スプーン、缶切り

□ 予備の電池

□ ライター・マッチ、ろうそく

□笛

□ 常備薬、服用している薬の処方箋の控え

□ 避難用の靴

□ 上着（長袖・長ズボン）、下着

  □ 手袋・軍手

□ 生理用品

□ マスク

□ レトルト食品、インスタントラーメン、アルファ米
□ 飲料水（一人一日３リットル目安、７日分の備蓄が理想的）
□ 燃料（固形燃料や予備のガスボンベなど）
□ ラップフィルム、アルミホイル

備蓄品

□ せっけん、歯ブラシ、シャンプー（水のいらないタイプ）
□ 工具類（のこぎり、バール、スコップなど）
□ 予備の眼鏡や補聴器

□ カセットコンロ

□ 簡易食器類

□ ブルーシート、アルミマット

□ やかん・なべ

□ 毛布

□ 防寒着、雨具、長靴

□ 簡易トイレ

□ ロープ・ひも

□ ティッシュペーパー

□ ビニール袋

□ ポリタンク

□ 乳幼児用品、粉ミルク

□ 使い捨てカイロ

□ 布ガムテープ

これは便利「ローリングストック法」
家庭用備蓄品は「１週間分以上の確保」が必要と言わ
れていますが、非常食をまとめ買いしても消費期限が来
ると、処分や次の大量購入を繰り返していく必要があり
ます。
リングストック法」です。図のように曜日や日にちを決
めて、定期的に保存可能な食材を消費し、買い足して行
くことで無理なく備蓄ができる方法です。

問い合わせ

➡
買い足す

➡

そのような心配をされる人にお勧めしたいのが「ロー

備える

日頃から災害に備えましょう

しておきましょう。

➡

食べる
（使う）

総務課行政防災防犯担当（西館４階、内線 2448）
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本格的な夏が到来しました。暑さが厳しい季節は、

熱中症に注意
しましょう

熱中症患者が増える時期でもあります。
熱中症は適切な予防をすれば防ぐことができま
す。熱中症になった場合も、適切な応急処置によっ
て救命することができます。一人一人が正しい知識
をもち、自分の体調の変化に気をつけるとともに、
周囲の人にも気を配り、予防を呼びかけ合って熱中
症による健康被害を防ぎましょう。

効果的な水分補給とは

熱中症とは

熱

中症とは、高温多湿な環境下で、
体内の水分や塩分のバランスが崩

れたり、体温調整機能がうまく働かない
ことにより、体内に熱がたまり、筋肉痛
や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感
などの症状が現れ、重症になると意識障
害などが起こります。

熱

中症の予防には、
「水分補給」
と
「暑
さを避けること」が大切です！

大

人の体の約 60 パーセントは水分

か

らだの水分量が少なくなると、熱

りする水分は 2.5 リットルです。

あります。暑い時期の運動や日常生活で
は、水分補給を心がけましょう。
水分の出入り
食事
１日 2.5㍑ IN 体内で作られる水

OUT

水が始まっている証拠です。渇き

す。水分が不足しやすい就寝前後や運動
の前後や途中、入浴前後に水分補給をす
ることがお勧めです。
ルコールやカフェインを多く含む
飲み物は、尿の水分を増やして体

の水分を外に出してしまうため、水分補
給としては適しません。

腎

1.0㍑
0.3㍑

飲み水

1.2㍑

尿・便

1.3㍑

呼吸や汗

1.2㍑

どが渇いていると感じるのは、脱

熱中症は予防が大切です

を感じる前に水分をとることが大切で

ア

中症だけでなく脳梗塞、心筋梗塞

などの大きな病気を引き起こす可能性が

水分補給していますか

の

でできていて、1 日に体から出入

臓や心臓の病気で治療をしてい
て、医師から水分の摂取について

指示されている人は、水分をとりすぎる
ことで病状が悪化する可能性がありま
す。水分摂取については、医師の指示に
従ってください。
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暑

さに対する抵抗力（感受性）は個
人によって異なります。自分の体

調の変化に気をつけ、暑さの抵抗力に合
わせて、万全の予防を心掛けましょう。
特に、節電を意識するあまり健康を害す
ることのないよう、気温や湿度の高い日
には、無理にがまんせず、適度にエアコ
ンを使用するなど温度調整を行ないま
しょう。また、暑さ指数（WBGT）と
いう熱中症の危険度を判断する数値を環
境省のホームページで見ることができま
す。詳しくは、インターネットで「環境
省熱中症予防情報」
と検索してください。

問い合わせ 健康増進課健康支援担当
（東館１階、内線 1166 ～ 1169）

平成 26 年 10 月から子ども医療費
助成制度の対象を拡大します。
子育て中の家庭への支援をより充実させるため、平成 26 年 10 月１日から
「子ども医療費助成制度」の助成対象を次のとおり拡大します。
▼これまで▼
助成対象

０歳～小学校６年生

～中学校３年生

助成区分

通院・入院

入院のみ

「保険証」と併せて「子ども医療
助成方法

費助成金受給資格者証」を提示す
ることにより窓口無料で助成
（県内医療機関）

平成 26 年
10 月診療分から
対象です

一旦医療機関窓口で自己負担額を
支払い、後日申請により助成
（償還払い）

▼平成 26 年 10 月１日以降▼
助成対象

０歳～中学校３年生

助成区分

通院・入院

助成方法

「保険証」と併せて「子ども医療費助成金受給資格者証」を提示すること
により、窓口無料で助成（県内医療機関）

中学生が助成を受けるには「子ども医療費助成受給資格者証」の交付申請が必要となり
ます。７月下旬ごろ、対象者に案内を送付しますので、受付期間内に手続きをしてください。
※すでに受給者証をお持ちの保護者（未就学児・小学校１年生～６年生の児童）は手続き
は不要です。ただし、記載されている有効期間が変わるため、９月下旬ごろ新しい受給
者証を送付します。
なお、お持ちの受給者証の記載内容に変更（加入保険など）がある場合は、変更手続き
が

必要です。

※下記については、今まで同様の「償還払い」となります。
▼県外で受診した場合
▼保険診療における療養費自己負担分（はり、きゅう、マッサージなど）
▼「山梨県医師国保組合」「全国歯科医師国保組合」
「全国土木建築国保組合」
「中央建設
国保組合」以外の国保組合加入の人
※生活保護・重度心身障害者医療費助成制度・ひとり親家庭医療費助成制度対象の人は、
引き続きそれぞれの医療制度での助成となりますので、子ども医療費の助成対象とはな
りません。
【問い合わせ】 健康増進課国民健康保険担当（東館１階

内線 1162・1163）

World
Kids'

子どもと子育てのページ

❖第 15 回やまなしし子どもフェスティバル

～ともだちでてこい！夏まつり～

日

時

８月９日㈯

会

場

市民会館

内

容

午前 10 時～午後２時 30 分

【午前 10 時～】

※今年度は「おもちゃのかえっこ」はお休みします。

❖パトカー・消防車展示 ❖縁日ひろば
❖かき氷サービス、ポップコーン＆綿菓子サービス

「でてこいリユース品！コーナー」では、市民の皆さん
からいただいた子ども服やベビー用品などを希望される人

❖障害者地域活動支援センターによる物品販売

に無料で差し上げます。
「子どもが成長したので小さくなっ

❖親子歯科相談（先着 60 組） ❖育児相談

たけれどまだ使える」
「マタニティー服やベビー用品を捨

❖ベビーマッサージ（３～８カ月児・要予約）

ててしまうのはもったいない」など、まだ着られる（使え

❖自主育児サークル作品展示

る）リユース品をお持ちください。

❖パパ・ママのための健康相談コーナー

いただいた子ども服などは、そのまま配布しますので、

❖おもちゃのお医者さんコーナー

状態の良いもので洗濯済みのものをお願いします。

❖ごみ分別ゲーム

受け付けています。

❖でてこいリユース品！コーナー
❖ロボウッドをつくろうコーナー
❖プラモデル工作教室

❖フォトカレンダーをつくろう

事前の持ち込みも、環境課またはエコハウスやまなしで

【問い合わせ】 福祉事務所子育て支援担当
（東館１階、内線 1151・1152）

❖ファミリーサポートセンター紹介展示
❖手作りおもちゃで遊ぼう

❖保育園・幼稚園情報コーナー
❖山梨市子育て情報コーナー
❖男女共同参画コーナー

【午前 10 時 30 分～】バルーンアートをつくろう
【午前 11 時 20 分～】
「こんぺいとう」の人形劇

【正午～】手作りおやつの試食会（先着 300 食）＆寸劇

↑親子歯科相談は先着順なのでご希望
の人はお早めにお申し込みください。

【午後１時 15 分～】保育士会の手遊びと人形劇「桃太郎」

最後に抽選会があります！お楽しみに !!

告

開催予

❖きのいい羊達による親子体操教室

～みんなでてこい！体操するよ！～

幼児・児童専門の体操指導のプロ集団「きのいい

羊達」による体操教室を開催します。スポーツの秋、
思いっきり体を動かしましょう！

日 時 ９月 13 日㈯ 午後１時 30 分～３時
会 場 市民総合体育館アリーナ
対 象 子育て中の親子（おじいちゃん・おばあちゃん可）
お子さんは歩行児から小学校低学年まで
受 付 ８月 11 日㈪から子育て支援担当窓口
または電話でお申し込みください。
【問い合わせ】 福祉事務所子育て支援担当

（東館１階、内線 1151・1152）
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↑パトカーと消防車に乗ってみよう！

8

第９回笛吹川源流祭り

17 ㊐

道の駅みとみ 特設会場

▼スケジュール▼
【会場内各ブース】

【ステージ】

10：00 ～ 地域特産品販売コーナー★

10：00 ～ 開会式

地域観光 PR コーナー★

10：30 ～ 三富保育園園児による遊戯

ちびっこゲームコーナー★ 他

10：50 ～ 三富小学校児童による

11：00 ～ 源流そば処 開店

【広瀬ダム会場・雁坂トンネル】
魚のつかみ取り★（各回定員 10 人）
10：30 11：00 11：30
13：00 13：30 14：00
広瀬ダム ボート乗船コーナー★
11：00
↑書道家 志村雅芳さんによる迫力ある大書書き

13：00（各回定員 20 人）

雁坂トンネルミステリー探検ツアー★
10：30

甲州笛吹童太鼓
11：10 ～ 米倉一行ミニライブ
11：30 ～ 秩父瑞穂太鼓会による演奏
共演：書道家

志村 雅芳

12：00 ～ 笛川中学校生徒と
山梨市民吹奏楽団の合同演奏
12：30 ～ 甲州笛吹太鼓による演奏
13：00 ～ じょいそーらん山梨県大会
15：00 ～ 閉会式

13：30（各回定員 15 人）

★印は人数に限りがあり、定員数に達し次
第受付終了となります。
受付はメインステージ横 本部にて行ないます。
・午前のイベント 10：00 ～受付開始
・午後のイベント 12：00 ～受付開始

ぴっかり高木と
いしいそうたろうが
くるよ！

↑山梨市民吹奏楽団と笛川中学校による合同演奏

13:00～

第８回じょいそーらん山梨県大会

よさこいそーらんの
流れをくむ鳴子踊りグ
ループ「じょいそーら
ん」
。総勢 400 人の踊
り子が集結し、暑い夏
をぶっとばす舞いを披
露！！各チームがナン
バーワンを目指して、
大迫力の熱い演技を見
せてくれます。多くの
皆さんのご声援をお願
いします！

問い合わせ
↑大会の最後、総勢 400 人による総踊りは圧巻

笛吹川源流祭り実行委員会
観光課観光企画担当 （西館１階、内線 2147 ～ 2149）

第９回山梨市総合体育祭り
各地区の代表が熱戦を繰り広げます。市民の皆さんのご参加、ご声援を
お願いします。

【総合開会式】
日

時

９月７日㈰

午前８時 40 分

会

場

小原スポーツ広場（雨天時は、市民総合体育館）

※白抜き文字の競技は、開会式より前に決勝戦を行ないます。
問い合わせ

種

目

会

陸上競技
野

球

生涯学習課スポーツ振興担当（西館３階、内線 2331・2333）

場

小原スポーツ広場
予選
３決・決勝
一 般

ソフトボール

開 催 日
９月７日
８/26 ～９/ ４

八幡スポーツ広場

９月７日

予選

小原スポーツ広場

決勝

山梨南中学校グラウンド（東側）

８/26 ～９/ ５
９月７日

開始時間
開会式終了後
午後 ８時（ナイター）
午前 10 時
午後 ８時（ナイター）
午前 10 時

壮 年

小原スポーツ広場

８/26 ～９/ ５

午後 ８時（ナイター）

実 年

小原スポーツ広場

８/ ６～８/12

午後 ８時（ナイター）

テ ニ ス

山梨北中学校テニスコート

８月 24 日

午前 10 時

ソフトテニス

山梨南中学校テニスコート

９月７日

午前 ９時

市民総合体育館

９月７日

午前 ９時

９月７日

午前 ９時 30 分

バレーボール

家庭婦人
一般男女

アリーナ

ソフトバレーボール

山梨北中学校

卓

牧丘Ｂ＆Ｇ海洋センター

９月６日

午前 10 時

バドミントン

山梨南中学校

９月７日

午前 ９時 30 分

柔

道

市民総合体育館

武道館

９月７日

午前 ９時

剣

道

牧丘Ｂ＆Ｇ海洋センター

８月 24 日

午前 ９時

弓

道

市民総合体育館

８月 17 日

午前 9 時 30 分

球

体育館

体育館

弓道場

ゲートボール

市民総合体育館 軽スポーツ広場

９月７日

午前 10 時

相

小瀬武道館

９月６日

午後 7 時

９月６日

午後 7 時 30 分

撲

相撲場

つなひき

市民総合体育館

射

実施済

撃

アリーナ

実施済

―

ボウリング

大丸パークレーンズ

８月 23 日

午後 6 時 30 分

グラウンド・ゴルフ

小原スポーツ広場

８月 30 日

午前 9 時

水

山梨市屋内温水プール

８月 17 日

午前 9 時 30 分

泳

鳥獣被害対策実施隊
員を委嘱しました
日、市では鳥獣被害対
の公務員として、農作物等被害

同隊員はその活動中は非常勤

人の皆さんを委嘱しました。

害対策に対応するため、１０８

れたもので、多様化する鳥獣被

市 政 の 動 き

６月
策実施隊員の委嘱式を夢わーく

早川 喜代子 様（万力）
… … 図書「ヨーロッパ

・旅の記憶・早川喜代子作品集」１冊

…… 図書「山梨県県有林造林」３冊

など緊急の対応にも活躍が期待
されます。
●農林商工課農林担当
（西館２階、内線２２１２）

梨市」をＰＲするため、望月市

日本有数の果樹の名産地「山

会のメンバーら約

護司会、山梨地区更生保護女性

くことを目的に、山梨保護区保

人が参加。

長、ＪＡフルーツ山梨の中澤昭

分 か ら、

果物を味わってもらい、首都圏・

実施。最盛期を迎えるおいしい

つ。啓発用の物品を配り、犯罪

うございます」と明るくあいさ

所で、駅の利用者らに「おはよ

ＪＲ山梨市駅と東山梨駅の２カ

この日は午前７時

関東圏の販路を拡大することを

や非行の防止に取り組む地域社

組合長によるトップセールスを

目的に、山梨市の果物を宣伝し

会づくりへの理解を呼びかけま

梨市の果物をＰＲする帽子やタ

関係者に振る舞うとともに、山

小、八幡小の５校を訪問。ポス

ない、市立中学校３校と加納岩

終了後、伝達式を市役所で行

した。

オル、市営温泉の素などを配布

ターやチラシを配り同運動の啓

さい」と笑顔でＰＲしました。

高いおいしい桃を味わってくだ

り越え、順調に生育した糖度の

７月は強化月間になっています。

築 こ う と す る 全 国 的 な 運 動 で、

犯罪や非行のない明るい社会を

「社会を明るくする運動」は、

発をしました。

●観光課観光企画担当

（東館１階、内線１１４０）

社会・長寿福祉担当

●福祉事務所

望月市長は「２月の大雪を乗

しました。

の人気品種「日川白鳳」を市場

この日は、香り立つ甘さの桃

ました。

30

30

（西館１階、内線２１４７）
●農林商工課農林担当

（西館２階、内線２２１２）

社会を明るくする運

回社

動キャンペーン実施

７月４日、市では「第

会を明るくする運動キャンペー

犯罪や非行を防止するととも

ン」を実施しました。

に、罪を犯した人たちの立ち直

通勤・通学客に啓発用の物品を配布

日本一の果物をトッ
プセールス

市とＪＡフルーツ山梨では７
月２日、東京都大田区にある国
市 場 で、 桃 や ブ ド ウ、 ス モ モ、

て理解を深め、明るい社会を築

りを支える「更生保護」につい
ました。

サクランボの売り込みを行ない

内最大の青果物流通拠点・大田

64

様
邦男
岡部
青垣山の会会長

啓

山梨で実施しました。

▼市立図書館へ

防止の実践的活動を主導すると

故日原吉日出様のご遺志として

鳥獣被害対策実施隊は、鳥獣

▼教育振興資金として

ともに、市街地での獣の出没時

【寄付一般】

望月市長から隊員に
委嘱状が手渡されました
市場関係者などの前で、望月市長が
山梨市の果物をＰＲしました

27

被害防止特措法に基づき設置さ

様（三富上釜口）………… 200,000 円
智
日原

宣

委

♥♥善意をありがとう♥♥
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７月

ギー性反応が出たとき、症状を

こ の ほ か、 全 身 性 の ア レ ル

がら熱心に聞き入っていました。

どと話し、参加者はメモを取りな

対策を共有することが大事」な

はなく関係者が万が一のときの

席し、協定書に署名押印して握

社長、柳橋・新谷一男社長が出

月市長と冨士食品工業・岸本清

所で行なわれた調印式には、望

ただくこととしています。市役

活必需品を優先的に供給してい

（区長会副会長）

委員・佐藤進さん

（牧丘地域審議会副会長）

委員・荻原昌郎さん

（都市計画審議会会長）

委員・大宮山磐さん

●福祉事務所障害福祉担当

竹居房枝さん（牧丘町隼）

知的障害者相談員

藤原強さん（水口）

村松岩男さん（一町田中）

藤科文英さん（牧丘町倉科）

懸念される中、市内の食品関連

望月市長は「大災害の発生が

委員・正岡芳子さん

（三富地域審議会会長）

委員・前島一彦さん

市消防団が総務大臣

（東館１階、内線１１３７）

手を交わしました。

ペンの使い方の説明と、サンプ

企業の２社との協定締結は市民

（消費生活相談員会長）

委員・武井和枝さん

緩和する携帯用の医薬品・エピ
ルを使っての実習もしました。

の安心につながる。心から感謝

委員・宮沢通雄さん

（食生活改善推進員）

●学校教育課学校教育担当

したい」と語りました。

（西館３階、内線２３１３）

●総務課行政防災防犯担当

（区長会副会長）

音順。

（西館４階、内線２４４９）

食品関連企業２社と

※委員は

から表彰されました

このたび、市消防団に総務大

臣から感謝状が贈られました。

感謝状は全国的に消防団員数

が減少している中で、消防団員

数が増加し、地域の防災力の向

相談員は、市内に居住する身

災害時の協定を締結

●下水道課管理担当

上に貢献した全国

年度の身

いたい」と諮問書が手渡されま

体障害・知的障害のある人およ

会長代理・関口芳克さん
（山梨地域審議会会長）

じ、必要がある場合に福祉事務

料で秘密は厳守しますので、お

気軽にご相談ください。
身体障害者相談員

雨宮定夫さん（上神内川）

の消防団に

（西館１階、内線２１２２）

身体障害者・知的障

・

害者相談員を委嘱
市では、平成

した。同審議会は、 月末まで

を聞きました。

協定では、地震や風水害など

（男女共同参画推進会議副会長）

委員・飯嶋美紀さん

賞

食物アレルギーに関
する講演会を開催

日、
市と市教育委員会、

市学校給食運営協議会は、市民

下水道事業審議会を
開催しました
市では７月 日に、平成 年

度下水道事業審議会を開催しま
した。
委嘱状の交付後、望月市長か

に５回程度開催し、答申をいた

体障害者相談員・知的障害者相

７月７日、市は冨士食品工業

談員を委嘱しました。

株式会社（鴨居寺）と有限会社

だく予定です。

所や障害者総合相談センターな

ら大村会長に「下水道料金の見

柳橋（上神内川）の市内企業２

下水道事業審議会委員

どと連携をとります。相談は無

直しについて審議会の意見を伺

社 と、
「災害時における生活必

会長・大村彰さん（区長会会長）

の 大 規 模 災 害 が 発 生 し た 場 合、

び保護者からの相談などに応

池田さんは「食物アレルギー

需物資の調達に関する協定」を

アレルギー〟をテーマにした話

の判断には、血液検査で陽性の

締結しました。

ど、医師による正確な診断が必

２社は市に対し、食料などの生

10

（西館４階、内線２４４９）

●総務課行政防災防犯担当

感謝状を受け取りました。

合同庁舎・総務大臣室において、

親次消防団長が、霞が関の中央

対して贈呈されたもので、山中

19

会館において食物アレルギーに
関する講演会を開催しました。
食物アレルギーなどの正しい
知識を習得してもらうことを
目 的 に 開 催 し、 保 護 者 な ど 約
１２０人が参加。山梨厚生病院
小児科部長で医師の池田久剛さ
ん を 講 師 に 迎 え、
「食物アレル
ギーの理解と緊急時の対応」に

50

27

26

結果が出ても食べられない食材

左から岸本社長、望月市長、新谷社長

とは限らない。経口負荷試験な

つ い て〝 ど う つ き あ う？ 食 物

26

11

緊急時の対応方法などについて
説明する講師の池田さん

要」
「子どもたちが安心して生

新藤義孝総務大臣から表彰状を
受け取る山中親次消防団長（左）

委

審

５

活するためには、保護者だけで
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結

講

１．試験区分・職種
採用予定人員・受験資格
人程度

年４月２日から平成５年４月１

【上級・事務】

昭和

日までに資

年において最

年 ４ 月 ２ 日 以 降 生 ま れ で、 介 護 福

年３月

日までに資格を有することとなる者

祉士の資格を有する者または 平成
27

４．試験方法

郵送の場合、８月

受付時間 >
<
午前９時から午後５時まで

日㈭までの消印に

【第一次試験】

教養試験 >
択一式。公務員に必要な
<
一般知識および一般知能などの筆記試

限り受け付けます。

８月１日㈮から

日㈭まで

※インターネットによる受付期間

【申込方法】

験（上級・大学卒業程度、初級・高校
卒業程度）

総務課人事給与担当まで試験申込書・

受験票を直接お持ちになるか、郵送して

・日本国籍を有しない者
（準禁治産者含む）
終わるまで、またはその執行を受ける

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を
ことがなくなるまでの者

【第二次試験】

から検査

分から９時まで

		

ください。

※インターネットで申し込む場合、「や

まなしくらしねっと」から行なうこと

ができます。詳細は、市のホームペー

場合、封筒の表に「職員採用資格試験

申込用紙請求」と朱書し、１２０円切

手を貼った宛先明記の返信用封筒（Ａ

４判の入る大きさ）を必ず同封してく

ホームページからもダウンロードでき

ださい。試験申込書・受験票は、市の

ます。

問い合わせ
総務課人事給与担当
（西館４階、内線２４４３）

着しない場合は、お問い合わせください。

よう郵送または送信します。受験票が到

受験票は、９月１日㈪までに到着する

【受験票の交付】

障害者手帳の写し（身体障害者対象試

③健康診断書

８月１日㈮から

【申込受付期間】

日㈭（土・日は除く）

師、栄養士、介護福祉士）

②資格・免許証明書の写し（司書、保健

証明書

①最終学校の卒業証明書または卒業見込

類を提出していただきます。

※第一次試験合格者については、次の書

験の申込者）

【提出書類】試験申込書・受験票・身体

５．受験手続

職場適応性検査 >
ストレス耐性を検 …
<
査し、職場での適応性を判断する検査

面接 >
公 務 員 と し て の 資 質、 適 性 お … ジで確認してください。
<
※試験申込書・受験票を郵便で請求する
よび人柄などを見るための個別面接

…

ください。郵送の場合は、
封筒の表に「試
事務適性検査 職員としての適応性
<
>
…
験申込」と朱書し、必ず書留郵便にして
を、正確さや迅速さなどの作業能力面

府を暴力で破壊することを主張する政
に加入した者
住することが望ましい。

※市職員として採用後は、山梨市内に居

日㈰

２．試験日・試験会場

午前８時

山梨市役所（小原西８４３）

【第一次試験】 ９月
受付

【第二次試験】
第一次試験合格者に通知します。

３．試験科目
︿上級全職種﹀
【 第 一 次 試 験 】 教 養 試 験、 専 門 試 験、 事
務適性検査
【 第 二 次 試 験 】 小 論 文、 個 別 面 接、 職 場
適応性検査
︿初級・介護福祉士﹀
【第一次試験】教養試験
適応性検査

小論文 >
出題されるテーマに対して
<
の文章による表現力などの試験

党その他の団体を結成し、またはこれ

・日本国憲法またはその下に成立した政

専門試験 >
択一式。試験職種に応じ
<
た専門知識および能力などの筆記試験

・成年被後見人、または被保佐人

受験できません。

※次の事項のいずれかに該当する者は、

31

【 第 二 次 試 験 】 小 論 文、 個 別 面 接、 職 場

21

14

昭和
日までに生まれた者
年４月２日から平成５年４月１

【上級・事務（司書）
】１人程度
昭和
年３月

日までに生まれた者で、司書の資格を有
する者または平成

年４月２日から平成５年４月１

年４月２日から平成５年４月

年４月２日から平成５年４月１
年において最初に実

年４月２日から平成５年４月１

り該当免許取得見込の者

初に実施される管理栄養士国家試験によ

許を有する者または平成

日までに生まれた者で、管理栄養士の免

昭和

【上級・栄養士】１人程度

取得見込の者

施される保健師国家試験により該当免許

する者または平成

日までに生まれた者で、保健師免許を有

昭和

【上級・保健師】１人程度

１日までに生まれた者

昭和

【上級・土木】２人程度

いる者

な者で、身体障害者手帳の交付を受けて

ができ、介護者なしに職務の遂行が可能

日までに生まれた者で、自力による通勤

昭和

【上級・事務（身体障害者対象）】１人程度

格を有することとなる者

27

【初級・介護福祉士】１人程度

21

31

27

21

12

27

30

59
59
59
59
59
59
59

山梨市職員採用資格試験
平成 26 年度
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◀第 19 回万葉うたまつりとホタル観賞会開催
６月 14 日と 15 日、山梨市の初夏を告げる恒例のイベント「万
葉うたまつり」が、万力公園万葉の森において開催されました。
平安貴族風の衣装を身にまとい、万葉歌を詠むメーンイベント
「万
葉歌朗唱会」には約 90 人が参加。このほか楽器の演奏や歌、踊り
の発表ステージ「誰でもミュージシャン」や太鼓や邦楽の演奏、お
茶会、市商工会による飲食店街などさまざまな催しが行なわれまし
た。また、今年は牧丘地区の鼓川一座によるお芝居が上演されると
ともに、新たに設けられた自衛隊の PR ブースではちびっこ用の制
服が着られるコーナーが人気で、延べ約４万５千人の来場者でにぎ
わいました。
夜には、水辺のホタルの光を楽しむ「ホタル観賞会」が、園内の

かわいらしい声で万葉歌を朗唱する子どもたち

照明を消した中、約 600 個の缶灯ろうの幻想的な光の中で催され、
訪れた人たちは飛び交うホタルの淡い光を楽しみました。

▶親子で楽しくマス釣り大会
６月 28 日、三富地区の市営久渡の沢釣り場において「親子ふれ
あいマス釣り大会」が行なわれました。
山梨市子どもクラブ指導者連絡協議会（大久保好朗会長）が自然
への関心と家族の交流を深めてもらおうと開催。参加した市内の親
子 34 組約 100 人は渓流に思い思いに糸を垂らし、魚が掛かるた
びに黄色い歓声をあげて満面の笑みを見せていました。
日川地区在住の高原桃子さん（小学３年生）と蓮司くん（小学１
年生）は「参加するのは今年で３回目。たくさん釣れて嬉しかった。
来年もまた参加したい」と釣りあげたたくさんのマスを手にして喜
んでいました。

まちのわだい

見事！マスを釣りあげる参加者

６月～７月

◀園児が公共施設で七夕の飾り付け
７月初旬、市内の保育園・幼稚園児らが市の公共施設に手作りの
七夕飾りを届けました。
市役所には、つつじ幼稚園（渡辺栄子園長）の年長組約 30 人が
来訪。「サッカー選手になりたいな」
「チョコレートをたくさんたべ
たいです」
などの、願い事が書かれた色とりどりの短冊や色紙で作っ
た飾りを、全長約５ｍの大きな竹の枝に飾りつけました。佐久間柚
月ちゃんは「願い事は内緒。おり姫と彦星が会えるように晴れると
いいな」と笑顔で話していました。
園児たちは、一緒に来られなかった年中組以下の子どもたちの分
も含め、約 80 枚の短冊を枝に通し、満足げに七夕飾りを眺めてい
七夕飾りの完成後、皆で「たなばたさま」を歌いました

広報やまなし 2014.8-11

ました。

山梨市立図書館

万力 1830（市民会館内）☎ 9600（月曜休館） http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/library/index.html

●●●お知らせ●●●
【８月のおはなし会】
❖乳幼児向き（チェリー）……………………８月 12 日㈫
幼児・低学年向き（くれよん）……………８月 23 日㈯
午前 10 時 30 分～ 11 時

❖市民会館

市民会館で学習室を開放しています。涼しい
部屋で集中して勉強しませんか。
期

午前９時～午後６時

❖水・日曜日

午前９時～午後５時

【市立図書館休館日】
❖８月４日㈪、11 日㈪、18 日㈪、25 日㈪、
29 日㈮（館内整理日）

間

７月 19 日㈯～８月 24 日㈰（図書

館の休館日と８月８日㈮・９日㈯は休み）

【市立図書館開館時間】
❖火・木・金・土曜日

夏季学習室の開放❖

時

間

午前９時～午後４時 45 分

場

所

市民会館

７月 19 日㈯～８月７日㈭：４階Ｂ会議室
８月 10 日㈰～８月 24 日㈰：２階展示室

主な新着図書

おすすめ
新着図書
■一般書
『旅のスケッチ』
トーベ・ヤンソン：著
新聞売りの少年の声、花売りの老女たちの歌 ･･･。
戦前のヨーロッパ各都市を舞台に、皮肉とユーモア
と愛に満ちた筆致で描く。
児童文学のムーミン、ムー
ミン・コミックスで知られる著者トーベ・ヤンソン
の 20 代の貴重な初期短篇作品集。

■児童書

いまのあなたへ

淺川 継太

平凡

角田

光代

八月の六日間

北村

薫

ホリデー・イン

坂木

司

星々たち

桜木

紫乃

盲目的な恋と友情

辻村

ほか

はせ

帰らずの海

深月
せいしゅう

馳       星 周

天の光

葉室

麟

眠る魚

坂東眞砂子

虚ろな十字架

東野

老いの入舞い

松井今朝子

圭吾

文学・エッセイ・手記・外国の小説など

『へいわってすてきだね』
あ さと

日本の小説

ゆう き

安里 有生：詩
長谷川 義史：絵
2013 年 6 月の沖縄全戦没者追悼式で、小学 1 年
生 ( 当時 ) の安里有生君が朗読した詩「へいわって

詩を書くということ

谷川俊太郎

寂聴まんだら対談

瀬戸内寂聴

ローマで消えた女たち
キル・リスト

  ドナート・カッリージ

フレデリック・フォーサイス

闇の中の男

ポール・オースター

すてきだね」から生まれた絵本。長谷川義史さんが

その他・一般

与那国島の有生君に会いに行き、
「このへいわがずっ

昭和史をどう生きたか

半藤

とつづいてほしい」という彼の願いを描きあげる。

仮想通貨革命

野口悠紀雄

今の日本に、そして世界の人々に、ひとりでも多く

フードトラップ

伝えたい、沖縄発平和へのメッセージ。

一利

マイケル・モス

林業男子

山崎真由子

ウナギと日本人

筒井

功

広報やまなし2014.8-12

はーい !
地域包括支援センターです
山梨市地域包括支援センター
（東館１階、介護保険課介護予防担当内） ☎ 0294

悪質商法から身を守ろう！
高齢者は「健康」
「孤独」「お金」の 3 つの大きな不

心だから」と、勧められるがままに商品を購入しようと

安を持っているといわれています。悪質業者は言葉巧み

していませんか？買う前に、必要な物かどうか冷静に考

にこれらの不安をあおり、大切な財産を狙っています。

えて、まずは信用できる家族や知人に相談しましょう。

今回は、悪質商法の最近の手口や対処法を紹介します。
③お金をねらった架空請求
①健康をねらった訪問販売

「お客さまがご利用になったサイトの利用料を入金い

「この商品は健康にいいんですよ。この浄水器を使った

ただいておりません。入金が確認できない場合は、自宅

水を飲んでいるだけで、体が楽になりますよ」と言葉巧

にお伺いさせていただきます」と、携帯メールやダイレ

みにうまいことをいい、商品を買わせようとしてきます。

クトメールで突然お金を請求する文書が送られて来ます。

【対処法①】その場で買わない！契約しない！

【対処法③】身に覚えがなければ、関わらない！

訪問販売で大事なのは、
「いりません」とハッキリと

架空請求のメールが届いても、身に覚えがない場合は

断ることです。最初は友好的だったのに、断ろうとする

関わらないようにしましょう。下手に連絡して名前など

と威圧的な態度になる場合もありますが、その場の雰囲

の情報を与えると、余計に請求が来るようになります。

気に流されないことが大切です。また、買ってしまった
あとで必要がないと思ったら、クーリングオフ制度（購

「山梨市地域包括支援センター」では、高齢者の総合

入契約しても、一定期間以内なら無条件で契約の取り消

相談窓口として、介護や医療に関する心配ごと以外に、

しや、商品の解約ができる制度）を利用しましょう。

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することができ
るよう、大切な権利や財産を守るための相談も受け付け

②一人暮らし（孤独）をねらった電話勧誘
「ずっと一人暮らしで寂しくない？僕はあなたと話し
てるのが楽しいから、安心して。寂しくないように○○

ています。相談内容によって、適切な専門機関などにつ
なぎ、継続して支援していきます。
【その他の消費者被害に関する相談窓口】
☎ 055-235-8455

を買わない？」と長電話で優しい言葉で近づき、商品の

◦山梨県県民生活センター

購入を勧めます。電話の後、商品などが送られてきます。

◦市農林商工課商工労政担当 ( 西館２階、内線 2218)

【対処法②】一人で決めてしまわない！まずは相談を！
「ゆっくり世間話を聞いてくれるから」「この人なら安

いきいき元気あっぷタイム
健康づくりなどに関する情報や体操を CATV にて
毎日放映しています。
チャンネル

10 チャンネル

放映時間

午前９時 30 分～、午後４時 30 分～
（毎回 20 分）

もの忘れ相談
認知症の早期発見・予防、支援方法を専門医などが
助言します。事前の予約が必要です。
日

程

申込・問

８月７日㈭、20 日㈬
市地域包括支援センター

（東館１階、介護保険課介護予防担当内） ☎ 0294
広報やまなし 2014.8-13

◦各地区の消費生活相談員（広報やまなし７月号６
ページをご確認ください）

山梨県柔道整骨師会による体操教室
会

場

山梨市保健センター

開催日

地域元気あっぷ教室
会

場

時

12 日㈫
26 日㈫

開催日

８月

加納岩公民館

12 日㈫・26 日㈫

日下部公民館

１日㈮・29 日㈮

老人健康福祉センター
後屋敷公民館
日川公民館

山梨公民館

水口高齢者ふれあいプラザ
北公会堂

牧丘町コミュニティーセンター

三富基幹集落センター

間

13：00 ～ 14：30
13：30 ～ 15：00

６日㈬・20 日㈬

12 日㈫・26 日㈫
７日㈭・28 日㈭

６日㈬・20 日㈬

時

間

10：00 ～ 11：30
９：30 ～ 11：00
９：30 ～ 11：00

13：30 ～ 15：00

13：30 ～ 15：00
９：30 ～ 10：30

20 日㈬

10：00 ～ 11：00

13 日㈬・27 日㈬

13：30 ～ 15：00

22 日㈮

５日㈫・21 日㈭

13：30 ～ 15：00
10：00 ～ 11：30

各種相談
相

談

ひとりで悩まない……！

内

容

日時・会場

申込・問い合わせ

８月 15 日㈮
午後１時 30 分～４時
市役所西館２階 203 会議室

総務課
行政防災防犯担当
（西館４階、内線 2447）

行政相談

行政相談委員による国・県・市などの
仕事についての苦情や要望。

結婚相談

結婚を希望する人の相談・相手探し。
相談は、できるだけ希望者本人が望まし ８月 23 日㈯
市民生活課
い。登録希望者は、
履歴書用写真
（3.5cm 午後２時～６時（受付は５時まで） まちづくり・協働担当
×５cm 程度）
、スナップ写真、印鑑（朱 市民会館３階控室
（東館１階、内線 1146）
肉を使うもの）をお持ちください。

パソコン
困りごと相談

パソコンの操作方法に関する相談。
申込不要。講師：ちどりネット

８月２日㈯ 午後１時～３時
市民会館４階Ｃ会議室

最近眠れない、イライラする、外出や
人と会うのがおっくうになった、スト
レスがあるけれど誰に相談してよいか
わからないなど、悩んでいる人の相談
に応じます。予約制。

８月 21 日㈭（市役所相談日）
８月 28 日㈭（訪問相談日）
午前９時～ 11 時 30 分、
午後１時 15 分～４時 15 分
市保健センター相談室

年金相談

年金全般に関する相談。

８月 27 日㈬ 午前９時 30 分～
午後４時 ( 正午～午後１時は休み )
甲州市役所

甲府年金事務所
☎ 055-252-1431 ㈹

不動産相談

不動産全般に関する相談。

８月 20 日㈬ 午前 10 時～午後３
時（正午～午後１時は休み）
市役所西館２階 203 会議室

㈳県宅地建物取引業協会
☎ 055-243-4300

こころの
健康相談

特設人権擁護

家族関係、近隣とのトラブル、いじめ、
体罰、ストーカー、セクハラ、東日本 ８月 14 日㈭
大震災に起因する人権問題、そのほか 午前 10 時～午後３時
人権に関すること全般。人権擁護委員 市民会館３階控室
が対応。

みんなの
掲示板
時

８月 20 日㈬

内

容

桃のジャム作り（おみやげ付き）

会

場

夢わーく山梨料理実習室２階

主

催

持ち物
定

員

先着 10 人

対

象

小学生親子

山梨地区更生保護女性会

申込・問い合わせ

山梨地区更生保護女性会
☎ 1101

第９回 夏まつり
８月 10 日㈰

内

容

地域活性化を目的とし、和太鼓・フラダンスな

場

催

午後５時～９時

街の駅やまなし

どの発表、模擬店の出店があります。
やまなしし朝の市の会

申込・問い合わせ

午後１時～３時 30 分

エプロン、三角巾

福祉事務所
社会・長寿福祉担当
（東館１階、内線 1140）

時

主

日

市ふるさとハローワーク
（市地域職業相談室）
☎⑳ 1358

日
会

夏休み親子料理教室

☎ 9611

福祉事務所障害福祉担当
（東館１階、内線 1137）
健康増進課健康支援担当
（東館１階、内線 1169）
介護保険課介護予防担当
（東館１階、内線 1178）

「ハローワーク塩山」の分室として求職
者に就職（転職）についての相談・援助、月曜日～金曜日
適性や希望にあった職場への職業紹介 （祝日・年末年始を除く）
を行なっています。求人情報検索シス 午前 8 時 45 分～午後 5 時 15 分
テムにより手軽に求人情報も閲覧する 市役所東館 2 階
ことができます。

職業相談

相談

市民会館

三井

茂

☎ 090-8840-7651

フィールドミュージアムウォーク
日
内

時
容

８月 10 日㈰

午前９時～正午

焼山峠より、山梨百名山「小楢山」に登ります。

登山靴などの装備や、熱中症予防のための帽子
と飲み物の準備をお願いします。

集合場所

問い合わせ

万力公園「根津像」前
村田浩

経費・申込

☎ 090-3210-1620

不要

広報やまなし2014.8-14

安全×安心
専門交通指導員の

ワンポイント・アドバイス

ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を徹底

期

し、事故の防止を図ることを目的とします。

間

７月１日㈫～８月 31 日㈰

毎月 14 日は「シートベルト・チャ
イルドシート着用推進の日」です

＜重点目標＞
①高齢者の交通事故防止
②すべての座席とシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶と悪質・危険な運転の追放
④子どもの交通事故防止
⑤二輪車の交通事故防止
⑥自転車の安全利用の推進

西関東連絡道路は自
動車専用道路ですの
で、高速道路と同様
全席のシートベルト
をすることが義務づ
けられています。

交通マナーが
あ す
照らす未来」

暴走族の活動の活発化が懸念されるため、交通

全席シートベルト・チャイルド
シート着用徹底運動（７月・８月
重点期間）

楽シーズンが重なる夏季に、交通事故の多発や

交通安全スローガン

この運動は、児童・生徒などの夏休みと夏の行

「心地良い

夏の交通事故防止県民運動 ：７月 21 日㈪～８月 20 日㈬

【問い合わせ】 市民生活課年金・交通担当（東館 1 階、内線 1148）

「こんにちは、日下部警察署です。
」
問い合わせ

☎ 0110

◆夏休み中の交通事故防止◆
「いつも通ってる道」でも…
この時期は夏休みの行楽やお盆の帰省などで、
市外や県外からの観光客が増え、交通事故の危
険がいつも以上に高くなります。
「慣れた道」でも、交差点などはいつも以上に
注意して運転してください。
お盆の帰省中は、
どの道も混雑が予想されます。
気持ちと時間に余裕を持って安全で楽しいお出
かけを！
▶道路交通情報の
お問い合わせ
日本道路交通情報センター
☎ 055-232-5000

広報やまなし2014.8-15

日下部警察署管内 交通事故発生状況（６月末現在）
件数（人数）
人身交通事故
死者

前年比

92 件

－ 15

１人

－２

負傷者

129 人

±０

物損交通事故

553 件

＋ 28

※旅行で自動車を使い行楽地な
ど遠方に行く機会も増えると
思いますが、車の故障が大き
な事故につながりますので、
出発前のタイヤ空気圧やラジ
エーターの冷却水などの点検
を行ない、安全運転に心掛け
て下さい。

はじめよう！もっと、エコ生活‼ Vol.48

お母さーん！僕のゲーム機壊れ
ちゃったよ！
はじめ

創（長男・中１）

私の目覚まし時計ももう
動かなくなっちゃったな…

桃子（長女・小３）

皆さんこんにちは！
連日暑い日が続いていますがいかがお過ごしですか？
え こ
笑幸家では家電製品が壊れてしまい、捨てようか、直
して使おうか悩んでおります…

▪進さんのエコポイント１！▪
山梨市では、７月１日から小型家電リサイクル法に
基づいて、使用済みの小型家電を収集しているんだ。
小型家電には貴重な金属をはじめ、有用なものがたく

なんだか捨てるの

さん使われているんだけど、それらを廃棄せずに再資

もったいないわね…

香奈
え

こ

（笑幸家の陽気なお母さん）

源化を図ることを目的として、小型家電のリサイクル
が始められたんだ。山梨市で回収する物は 18 ページ
のとおりだよ！

そうだね。
実は、市で小型家電を対象にした
リサイクルをしているんだ！

進（香奈さんの夫）

じゃあ、このカメラも
リサイクルに出せる！？

電子辞書も！？

この CD プレーヤーは！？

今までは壊れちゃったらゴミと
して捨てるだけだったけど、今
度は資源として再利用できるん
だね！

犬のしつけ教室が開催されます！
犬のしつけなどにお困りの人やこれから犬を飼おうと
している人はぜひご参加ください。
時：８月 24 日㈰
午後１時 30 分～午後４時（受付は午後１時～）
会 場：笛吹市御坂農村環境改善センター
（笛吹市御坂町栗合 374）
講 師：小川 容住さん
（特定非営利活動法人日本ペットドッグトレー
ナーズ協会会員・ドッグインストラクター）
※当日、犬を連れての参加はできません。
※当日の飛び入り参加もできますが、事前に参加者数を
把握するため、可能な限り事前の申し込みをお願いし
ます。

どれもリサイクルに出せるけど、
まだまだ使えるね。一つのものを
大切に使って、本当に使えないも
のだけをリサイクルに出すように
しよう！

日

【申込・問い合わせ】

環境課生活環境担当（西館１階、内線 2135）

峡東保健所動物愛護推進員
からのお知らせ
夏は犬が雷や花火の音に驚いて家から脱走し、
迷子や交通事故にあってしまうことが増える季
節です。外飼いの場合は首輪が抜けないように
確認してください。怖がっている場合は室内に
入れてあげましょう。
室内飼いの場合は空いている出入り口や窓から
外に出てしまわないように気をつけましょう。
広報やまなし2014.8-16

エコ生活 !!
緑のカーテンコンテスト開催！

～生活の中で簡単にできる「エコ活動」～

今年の夏も緑のカーテンに取り組んでいる人がたく
さんいらっしゃるようですね！そこで、昨年に引き続
き「緑のカーテンコンテスト」を開催します。
ご自慢の緑のカーテンを応募してみませんか？
募集期間：９月１日㈪～ 16 日㈫
応募方法：氏名・住所・電話番号・実施場所・実施規模
植物名・購入したもの（おおよその経費）育
成の工夫・効果や感想を記入のうえ、写真を
添付して環境課の窓口またはエコハウスやま
なしまでご応募ください。
展示と投票：ご応募いただいた作品は、９月 25 日㈭から
10 月９日㈭までの期間にエコハウスやまな
しに展示し、来場者の投票によって最優秀
賞を決定します（なお、応募多数の場合は
投票前に 10 件程度に絞らせていただきま

マイバッグ教室

「お気に入りだったけど、古くなって着られない…」
そんな Y シャツやブラウスがありませんか ? 捨ててし
まうにはまだ早いですよ！
素敵でかわいらしいマイバッグに生まれ変わります。
身近なエコ活動であるマイバッグ、古着を使えばさらに
エコ！
自分だけのオリジナルエコバッグ、作ってみません
か？
日 時：８月９日㈯ 午後１時～３時
場 所：エコハウスやまなし
講 師：仲澤早苗さん
定 員：20 人（定員になり次第締め切り）
参加費：無料
持ち物：古着、Y シャツかブラウス１着、裁縫ハサミ
（その他必要品は主催者で用意）
申込・問い合わせ：エコハウスやまなし ☎ 5001
または環境課新エネルギー推進 担当

す）。

（西館１階、内線 2134）

「我が家のエコアイデア」募集中 !!
家庭で楽しみながら、環境にやさしい暮らしづくり！普段からご家庭で取り組んでいることや、
エコアイデアを募集したいと思います。無理なく長く続けられるエコの知恵を出し合って、皆さん
で一緒に実行しましょう！
優秀なアイデアは、エコハウスやまなしに展示しますので、ふるってご応募ください！
募集部門：①台所部門（例：米のとぎ汁は流しに捨てず、緑のカーテンの水やりに活用）
②トイレ・浴室・洗面所（洗濯機含む）部門
（例：シャワーの使用時間を毎日１分、家族全員で減らす ）
③居間・玄関・寝室・子ども部屋部門
（例：週に一度、家族そろってキャンドルの明かりでディナータイム）
④庭・車・自転車部門
（例：車の無駄な荷物は下ろして、タイヤの空気圧もこまめにチェック）
※応募いただいたアイデアは、エコライフ推進事業の一環として活用させていただきます。
対

象：市内在住小学生以上の方なら誰でも

様

式：特に定めはありません。（A4 用紙、はがきなど）

記入事項：①名前 ②住所 ③電話番号 ④我が家のエコアイデア（部門、アイデア名、内容）
⑤広報紙面への掲載およびエコハウスやまなしに展示する場合、匿名を希望するか否か
（匿名希望の場合はペンネームをお書きください）
募集期間：８月末日まで
募集方法：必要事項を記入し、次のいずれかの方法でお申し込みください。
直接提出する場合…市役所環境課またはエコハウスやまなしまでお持ちください。
郵送の場合…〒 405-8501 （住所記載不要）
Fax の場合…0553-23-2800
いずれも宛先には

市役所環境課 新エネルギー推進担当「我が家のエコアイデア募集」係
と記載をお願いします。
※応募者全員にエコグッズをプレゼントします！

【問い合わせ】 環境課 新エネルギー推進担当（西館１階、内線 2135）

お知らせ
牧丘地域・地区一斉清掃実施
生活環境を維持するため、地区一斉
清掃を実施します。美しい自然を次の
世代に伝え、きれいで住みよい環境を
つくるため、ご協力をお願いします。
８月２日㈯～９月７日㈰

実施期間

小型家電のリサイクルにご協力をお願いします
使用済小型電子機器などに利用されている金属や、そのほかの有用なもの
の相当部分が回収されずに廃棄されています。このため使用済小型電子機器
等の再資源化を促進するための措置として、平成 25 年４月１日に「使用済
小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）」
が施行され、市では次のとおり試験的に収集を行なっています。

対象品 ▶携帯電話・PHS 端末、▶ラジオ、▶デジタルカメラ・ビデオカメラ・

フィルムカメラ、▶音響機器：MD プレーヤー・デジタルオーディオプレー

ヤー・CD プレーヤー・ヘッドホン・イヤホン・IC レコーダ・補聴器（携

※実施日は行政区ごとに異なりますの

帯できるものに限ります。MD・CD コンポなどは含みません）▶計算機・

で、各区役員にご確認ください。

電子辞書、▶補助記憶装置：USB メモリ、メモリーカード、▶時計、▶上

ごみの出し方

記の製品の付属品（リモコン、AC アダプタ、ケーブル、充電器）

①清掃時に収集した可燃ごみ、
金物類、

これらの製品に関しては、環境センターへの

ガラス・セトモノ類、乾電池につい

持ち込みによる引き取りもしていますが、市役

ては、分別して出してください。

所と牧丘・三富支所でも回収箱を設置して収集

②指定日にごみ停留所へ出すか、不燃

を行なっています。なるべく不燃ごみとして出

物は市環境センター、可燃物は東山

さずに、回収にご協力ください。

梨環境衛生センターへ直接搬入して

※市役所、両支所の回収箱に関しては、箱の口

ください。

に入るもののみを回収します。口の大きさは

③指定日にごみ停留所へ出す場合、必
ず指定ごみ袋を使用してください。
④次のものは、東山梨環境衛生センター
へ搬入できません。区での処理をお
願いします。
・木の枝（太さ 10㎝以上および長さ

縦約 10cm、横約 25cm です。回収口に入り
きらないものの引き取りはできませんので、
環境センターへ持ち込みをお願いします。

問い合わせ
環境課生活環境担当（西館１階、内線 2133）

市役所・両支所に設置
のリサイクル品回収箱

1.5m 以上の物）
・草、汚泥

話でお申し込みください。

各ごみ処理施設への直接搬入

申込・問い合わせ

市環境センター、東山梨環境衛生セ
ンター共に休業日があります。搬入前
に必ず各施設へお問い合わせください。
◦山梨市環境センター ☎ 1555
◦東山梨環境衛生センター ☎ 4014
問い合わせ

無料緑化相談を開催します
樹木の管理方法や病害虫防除などに
関して、緑の相談所樹木医・川村晃一
さんが相談を受けます。
８月 23 日㈯

時

午前 10 時～

午後３時
場

所

市民会館４階 A 会議室

対

象

市内在住・在勤の人

主

催

緑の相談所（山梨県造園建設

業協同組合）
共

催

市教育委員会

申込方法

☎ 055-276-2020

窓口延長業務と土日予約発行
をご利用いただけます
●窓口延長業務

牧丘支所住民生活担当（内線 142）

日

緑の相談所

８月 22 日㈮までに（月曜

日を除く午前９時～午後５時受付）電

く

ら

し

中小企業事業主の皆さんへ
「業務改善助成金」を
ご利用ください

市では利用者の皆さんの利便性を図

事業場内のもっとも低い時間給を

るため、毎週水曜日の午後７時まで、

40 円以上引き上げる計画を作成し、

戸籍、住民票、印鑑登録証明書の発行

実施する中小企業事業主に対して、賃

業務と印鑑登録申請の受け付けを行

金引き上げのための労務改善に要する

なっています。

経費について助成金を交付する制度で

●土日の予約交付

す。

住民票、印鑑登録証明書は、平日の

なお、助成金申請時に時間給などで

午後５時 15 分までに予約をしていた

800 円未満の労働者を使用している

だくことで、土日の交付がご利用いた

必要があります。

だけます。
印鑑登録証明書の予約は予約時に印

助成額は業務改善経費の２分の１
（常時使用する労働者の数が、企業全

鑑登録カードの番号が必要となります。

体で 30 人以下の事業場は４分の３）

予約・問い合わせ

で、上限は 100 万円です。

市民生活課市民担当

問い合わせ

（東館１階、内線 1142 ～ 1144）

山梨労働局賃金室
☎ 055-225-2854
広報やまなし 2014.8-18

情報 やまなし
☎

市外局番は 0553 です

催し・講し
座

健

市役所 1111

牧丘支所 3111

県では風しん抗体検査を無料
で実施しています

康

９月２日の成人健康診査

確認する現況届を受け付けます。
受給者には通知を送付しますので、
８月 20 日㈬までに手続きをしてくだ
さい。

妊娠を希望する女性、その配

対象者

三富支所 2121

募座・募集
講

偶者（婚姻をしていないが事実上婚姻

なお、この手当は母子家庭・父子家

関係と同様の事情に有る人含む）など

庭などに対する制度で、「児童手当」

の同居者、風しん抗体価の低い妊婦の

の現況届とは異なりますので、ご注意

９月２日㈫の健診については予約制で

配偶者などの同居者

ください。

行ないます。

期

健診の待ち時間を短くするために、

希望者は申込期間内に健康増進課ま

平成 27 年３月まで

間

県峡東保健所（東山梨合同

検査会場
庁舎１階）

※定員は各時間とも 20 ～ 25 人です。

申込・問い合わせ

保険・

県峡東保健所

更新申請書
ひとり親医療費助成制度の更新申請

で申し込んでください。
定員になり次第締切となります。

●ひとり親家庭医療費助成制度

を受け付けます。
過去に所得税納付義務があり認定さ

☎⑳ 2752

健診会場

山梨市役所

れなかった人も、平成 25 年中の所得

申込期間

８月 11 日㈪～ 26 日㈫

において所得税納付義務がない場合

税

介護・福祉

予約を受け付ける健診の時間帯
①午前８時 30 分～９時
②午前９時～９時 30 分

は、再度申請していただくと該当にな
る場合があります。

健

児童扶養手当現況届と
ひとり親家庭医療費助成制度
更新申請書の提出を忘れずに

③午前９時 30 分～ 10 時
④午前 10 時～ 10 時 30 分
⑤午前 10 時 30 分～ 11 時

康

申込・問い合わせ
健康増進課健康支援担当

問い合わせ
福祉事務所児童福祉担当
（東館１階、内線 1133）

●児童扶養手当現況届

（東館１階、内線 1166 ～ 1169）

児童扶養手当認定中の人（支給停止

介護・福祉

中の人含む）が手当を受給できるかを

障害福祉各種手当のお知らせ

●特別障害者手当

●特別児童扶養手当

おいて常時特別の介護を必要とする在宅の 20 歳以上の人

く

対

象

身体または精神に、中程度以上で永続する障害

がある 20 歳未満の児童を養育している父母など

ら

障害の程度

おおむね身体障害者手帳 1 ～ 3 級、療育手

帳 A-1 ～ B-1 程度、または同程度以上の精神障害など

し

手当月額

支給対象児の障害程度により、1 級（重度）

は 49,900 円、2 級は（中度）33,230 円

お 知 ら せ

※所得制限などで手当が支給されない場合があります。

対

象

著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活に

障害の程度

おおむね身体障害者手帳 1 級程度の異な

る障害が 2 つ以上ある場合、最重度程度の知的障害や
同程度以上の精神障害など

手当月額

26,000 円。

※３カ月以上の入院や所得制限などにより手当が支給さ
れない場合があります。

●所得状況届の提出

各種受給資格者は、８月 11 日㈪～９月 10 日㈬に「所

●障害児福祉手当

得状況届」
（前年の所得）を提出してください。この期

活において常時介護を必要とする在宅の 20 歳未満の人

とがあります。

対

象

重度の永続する障害の状態にあるため、日常生

障害の程度 おおむね身体障害者手帳 1 級程度（内科的
疾患も含む）、療育手帳 A-2a 程度、または同程度以上
の精神障害など

手当月額

14,140 円

※所得制限等で手当が支給されない場合があります。

広報やまなし 2014.8-19

間中に提出されないと、手当の支給が差し止められるこ
各種手当の新規申請も、随時受け付けています。詳し
くはお問い合わせください。

問い合せ先
福祉事務所障害福祉担当（東館１階、内線 1138）

ますます便利「ねんきんネット」

にお持ちいただくか郵送してください。

●いつでも、最新の年金記録を確認できます！

▶氏名、性別、生年月日を入力すると、入力した条件に

●持ち主が分からない年金記録を検索できます！

一致する持ち主不明記録があるかどうか調べられます。

▶自宅のパソコンで 24 時間いつでも、毎月更新された

●スマートフォンで年金記録を確認できます！

年金記録を確認できます。

●年金の見込額を試算できます！

▶「ねんきんネット」の一部のサービスをスマートフォ
ンからご利用いただけます。

▶「年金を受け取りながら働き続けた場合」など、さま

【利用には登録をする必要があります】

ざまな働き方に応じた年金の見込額を試算できます。

●電子版の各種通知書を確認できます！

登録の際は、ご自身の基礎年金番号の入力が必要になり

▶年金振込通知書や源泉徴収票など、年金の支払いに関

ます。一部の人については、サービスを利用することが

する通知書をパソコンで確認・ダウンロードできます。

できない場合があります。ご注意ください。

●各種届出をパソコンで作成・印刷できます！

詳細や利用登録は「日本年金機構ホームページ」

▶入力項目のエラーチェックや、基礎年金番号・生年月

受

日などの基本情報を自動表示するなど、日本年金機構に

問い合わせ

提出する一部の届出書の作成をサポートします。

市民生活課年金・交通担当（東館１階、内線 1147・1148）
、

▶作成した届出書は、印刷してお近くの年金事務所など

牧丘支所住民生活担当（内線 144）
、三富支所住民生活担当（内線 316）

付

８月１日㈮～９月９日㈫

隊山梨地方協力本部ホームページ

●海・空航空学生
資

（http://www.mod.go.jp/pco/

格

yamanashi/）で確認してください。

高卒（見込み含）21 歳未満の者
試

（http://www.nenkin.go.jp/）でお願いします。

験

市総務課窓口でも募集案内を用意して

１次・９月 23 日（火・祝）

２次・10 月 18 日㈯～ 23 日㈭

います。
待遇・そのほかの詳細な内容につい

３次・11 月 15 日㈯～ 12 月 18 日㈭

てはお問い合わせください。

※２次・３次試験日についてはお問

申込・問い合わせ
自衛隊山梨地方協力本部

い合わせください。
。
受

付

甲府募集案内所

８月１日㈮～９月９日㈫

☎ 055-228-6427

自衛官には、このほかにもさまざま
なコースがあります。詳しくは、自衛

試してみてね
食育レシピ

Vol.38

「大根と鶏肉の
しょうゆ煮込み」

■大根にはビタミン A・C、食物繊維が多く含まれるとともに、胃酸の中和作用も
あるので胃のもたれ、胸やけ、胃酸過多などの症状を和らげてくれます。

材料（４人分）

大根…2/3 本（700㌘）、鶏もも肉…2 枚（500㌘）、ゆで卵…4 個、
サラダ油…大さじ 1、砂糖…大さじ 1 と 1/2、酒…大さじ 3、万能ねぎ…少々

A（調味料）
： みりん…大さじ 3、しょうゆ…大さじ 3、だし汁 2 と 1/2 カップ

調理方法

▶①大根は皮をむき厚さ 1.5㍉くらいの半月切り（細い部分は輪切り）にする。

▶②鶏もも肉は大きめの一口大に切る。万能ねぎは小口切りにする。▶③厚手の
鍋にサラダ油を熱し、鶏もも肉を皮目から入れ強火で両面に焼目をつける。大根
を加え油がなじむまでよく炒める。▶④ A を加え、落とし蓋をして中火で 40 分
エネルギー 454kcal

くらい煮る。その時ゆで卵も一緒に加える。▶⑤ ④の落とし蓋をとって火を強め、

たんぱく質 28.7㌘

煮汁をからめるように 5 分ほど煮る。うつわに盛り、万能ねぎを散らす。

脂質 25.7㌘ 塩分 2㌘

㊟煮汁をからめるとき、焦げ付きやすいので気をつけてください。

※栄養表示は１人分

※三富地区の食生活改善推進員さんのレシピです。

問い合わせ

■市では、日曜日が家族や仲間との時間が取りやすいと考えて、毎月第１日曜日を

健康増進課健康支援担当
（東館１階、内線 1166）

「家族や仲間と楽しく、和やかに食卓を囲む日」として推進しています。
８月は３日㈰です。みんなで楽しく食事をしましょう !!

広報やまなし 2014.8-20

情報 やまなし
市外局番は 0553 です

☎

催

講座・募集

し

親子農業体験教室

講座・募集

自然の中でお子さんと一緒に、農作
業や農作物の収穫を体験してみません
か。ふるってご参加ください。
日

８月 30 日㈯

時

午前８時 30 分～ 11 時 30 分
場

牧丘町牧平の農地
「源開集落」

所

市役所 1111

保険・

▶農作業の体験（大根の種ま

容

きなど）
、▶白いとうもろこしの収穫

税

対

市内の小中学生親子 15 組

象

平 成 26 年 ９ 月 １ 日 ～ 平 成

期

28 年８月 31 日

三富支所 2121

第 14 回親子ふれあい
バレーボール教室

※年に１・２回程度の会議を予定して

市家庭婦人バレーボール連盟では、

います。委員には若干の報償をお支

親子や家族のふれあいを深め、バレー

払いします。

ボールの普及と技術の向上を図るため

申込・問い合わせ

に、親子ふれあいバレーボール教室を

健康増進課健康企画担当

開催します。

（東館１階、内線 1165）

参加希望の人は８月５日㈫までに、
電話かファクスでお申し込みくださ

犬のしつけ方教室

※現地集合です。
内

８月下旬に通知します。

選考結果
任

牧丘支所 3111

い。参加費は無料です。
日

犬のしつけにお困りの人やこれから

８月 30 日㈯

時

分～午後 12 時 30 分

犬を飼おうとしている人は、ぜひご参

会

場

市民総合体育館

加ください。参加費は無料です。

対

象

市内在住でバレーボールに興

※飼い犬の同伴はできませんのでご了

味のある人（幼児は保護者同伴）
峡東地区の中学・高校のバ

参加費

300 円

承ください。事前に申し込みをお願

講

持ち物

軍手、飲み物、筆記用具、タ

いします。飛び入り参加もできます。

レーボール指導者

健

オル、帽子、ビニール袋
申込締切

８月 20 日㈬

日

８月 24 日㈰

時

午後１時 30

分～４時（受付：午後１時～）

康

※参加者には後日、
詳細を連絡します。

会

申込・問い合わせ

ター（笛吹市御坂町栗合 374）

健康増進課健康支援担当

講

（東館１階、内線 1166 ～ 1169）

介護・福祉

市健康づくり推進協議会の
委員を公募します
市民一人一人が生涯にわたり元気に
生活ができるまちづくりを目指して「健

く

康増進計画」を策定し、それをもとに
さまざまな事業を展開しています。

午前８時 15

場
師

笛吹市御坂農村環境改善セン
小川容往さん（特定非営利活

師

市内中学・高校バレーボー

指導協力
ル部員

運動できる服装、体育館履き、

持ち物

飲み物、タオルなど
申込・問い合わせ

動法人日本ペットドッグトレーナーズ

市家庭婦人バレーボール連盟会長

協会会員のドッグインストラクター）

坂本治子

申込・問い合わせ
環境課生活環境担当
（西館１階、内線 2135）

ソフトバレーボール連盟
審判講習会

☎・ＦＡＸ 2522

平成 26 年度自衛官募集
●陸・海・空自衛官候補生（任期制）
資

格

試

験

18 歳以上 27 歳未満の者

ら

・男子

受付時にお知らせします。

・女子

９月 25 日㈭～ 27 日㈯

し

そこで、この計画の推進状況につい

市ソフトバレーボール連盟では審判

て検証・提案していただく委員を募集

講習会を開催します。各チーム２人以

※いずれかの日を指定します。

します。

上の参加をお願いします。

受

対

９月には「山梨市ソフトバレーボー

象

お 知 ら せ

市内在住の成人（９月１日現在）

付

・男子

平成 27 年４月に入隊希望の場合、

ルフェスティバル大会」を開催します。

募集人数

２人

詳細は次号でお知らせします。

受付期間

８月４日㈪～ 18 日㈪

日

８月 26 日㈫

※郵送の場合は 18 日の消印有効。

時

受付：午後７時 30 分～

年間を通じて募集。

９月９日㈫まで
・女子

８月１日㈮～９月９日㈫

●陸・海・空一般曹候補生（定年制）

応募用紙に記入の上、直接

会

場

市民総合体育館

資

格

18 歳以上 27 歳未満の者

窓口にお持ちいただくか郵送してくだ

講

師

県ソフトバレーボール連盟

試

験

１次・９月 19 日㈮・20 日㈯

さい。応募用紙は市ホームページから

審判委員長・中山さん ほか

ダウンロードしていただくほか、郵送

問い合わせ

もしています。

雨宮正英

申込方法

広報やまなし 2014.8-21

※いずれかの日を指定します。
２次・10 月９日㈭～ 15 日㈬

☎・ＦＡＸ 4134

※この間の１日を指定します。

平成 26 年度
対象者

山梨市成人大学講座受講生・聴講生募集

市内在住・在勤の一般成人、ことぶき勧学院生

※一部対象を限定した講座あり（№ 1・3・5・13）
申込方法

市役所東館、生涯学習課窓口、市民会館、夢わー

く山梨、街の駅やまなし、各地区公民館、花かげの湯、み
とみ笛吹の湯、老人健康福祉センターなどに設置された募
集要項をご確認の上、申込書を記入し、生涯学習課・両支
所・各地区公民館窓口に提出していただくかファクスでお

申込締切

申し込みください。※参加費は無料です。

預かり保育

「やまなしくらしネット」からも申し込みができます。
市ホームページの「電子申請・申請書ダウンロード」のバ
ナーから同サイトへとリンクしています。

№
1

2

講座のタイトル

内

容

８月 25 日㈪
未就学のお子さんの保育も行なっています。

受講者で希望する人は、講座日の２週間前までにご連絡く
ださい。

問

生涯学習課生涯学習担当（西館３階、内線 2327）

日程・会場・定員

講

師

振り返ってみよう、子どもとの 「育てる」
とは？「親の仕事」 ８月 31 日㈰
親業訓練
向き合いかた
とは？など親と子の向き合 午後１時 30 分～３時 30 分 インストラクター
※対象：５～ 15 歳の子の保護者 い方について考えます
市民会館・30 人
藤森晴江さん
関東財務局甲府財務事務所
９月４日㈭
身につけよう、家計・財産を守る 金融詐欺から家計や財産を
午後１時 30 分～３時 30 分 理財課主任調査官
「金融リテラシー」
守る術を身につけます
大沢雄一さん
市民会館・50 人

3

mamechan（まめちゃん）と、
みんなの夢を描こう！
※対象：５～ 15 歳の子と保護者

楽しく絵を描きながら、親 ９月 13 日㈯
イラストレーター
子で「子どもたちの未来」 午後１時 30 分～３時 30 分
はまのゆか さん
について考えます
市民会館・親子 20 組

4

９月 18 日㈭
水を守れ！私たちの命の森
水の元となる森の大切さを
午後７時～８時 30 分
～「ライオンの森」の活動から～ 学びます
市民会館・50 人

公益財団法人オイスカ
田中美津江さん
長野純子さん

5

プラモデルの歴史からもの 10 月 4 日㈯
親子で学ぼう！プラモデルの歴史
づくりの大切さを学びます 午後１時 30 分～４時
※対象：５～ 15 歳の子と保護者
（製作体験有り）
市民会館・親子 20 組

プロモデラー
金子辰也さん

6

山梨市地元学研究
～八幡・市川の打ち囃子見学～

八幡地区の市川打囃子を 10 月 19 日㈰
見学して、歴史・民俗的な 時間は受講生に別途通知
魅力を再発見します
八幡公民館・20 人

7

認知症のことを
もっと学んでみませんか？
～認知症サポーターになろう～

認知症や認知症患者とその 10 月 23 日㈭
家族の気持ちを理解するた 午後１時 30 分～３時 30 分 市介護保険課保健師
めの講座です
市民会館・30 人

8

自宅で天命を全うする方法
～山梨市在宅介護最前線～

9

市政時事

市生涯学習課
三澤達也

医師である 講 師 と と も に 10 月 30 日㈭
牧丘病院
「在宅介護」には何が必要 午後１時 30 分～３時 30 分
医師 小澤幸子さん
かを考えます
牧丘町総合会館・50 人
今年２月にスタートした望月市 11 月７日㈮
政。市の今後のビジョンについ 午後７時～午後８時 30 分
て学び、未来について考えます 市民会館・50 人

山梨市長

10 睡眠と健康

睡眠の基礎知識や睡眠の 11 月 20 日㈭
質を向上させる方法を学び 午後７時～午後８時 30 分
ます
市民会館・50 人

健康科学大学
福祉心理学科
教授 永井正則さん

高齢をいいわけにしない生きかた
11 ～日常生活の中の
健康づくりと介護予防～

年齢に関わらず、健康に楽 11 月 27 日㈭
牧丘病院
しく生きるための術を学び 午後１時 30 分～３時 30 分
医師 小澤幸子さん
ます
市民会館・50 人

12 くらしと法律

13

サイバー空間に潜む少年問題
※対象：５～ 15 歳の子の保護者
ぎょう

14 業がつながる観光振興

望月清賢

「何か起きてから」ではな 12 月４日㈭
丸山法律事務所
く、事前に知っておくだけ 午後１時 30 分～３時 30 分
弁護士 柴山聡さん
で役立つ法律を学びます
市民会館・50 人
インターネットの利便性と 12 月 12 日㈮
危険性をどのように子ども 午後７時～午後８時 30 分
たちに伝えるかを考えます 市民会館・50 人

県警察本部生活安全部
少年・女性安全対策課
少年対策官 渡邉豪さん

農林商工サービス業が連携 12 月 19 日㈮
しての観光振興について考 午後７時～８時 30 分
えます
市民会館・30 人

株式会社エコビジョン
ブレインズ代表取締役
田村孝次さん
広報やまなし 2014.8-22

情報 やまなし
市外局番は 0553 です

催し・講し
座

催

☎

し

山梨の遺跡 2014 巡回パネル展

市役所 1111

牧丘支所 3111

【２回目】午後３時 30 分～
※入場整理券を７月 31 日㈭～８月２

三富支所 2121

屋内温水プールで夏祭り

日㈯の午前９時～午後５時に、花か

来館者を対象に開催します。祭りを

げホールで配布。定員で終了です。

盛り上げる特設コーナーを設置します

だい か ぐら し

かがみみせんざ

③太神楽師・鏡味仙三さんの大道芸：

ので、ぜひご来館ください。
日 時 ７月 21 日（月・祝）～８月 31

午後５時 50 分～

募座・募集
講

2013 年度に、県内各地で調査が行

④フラダンス：午後６時 30 分～

日㈰ 午前９時～午後９時
（休館日を除く）

なわれた遺跡のパネル展を開催します。

⑤紅富士太鼓：午後７時 10 分～

会

場

山梨市屋内温水プール

問い合わせ

内

容

壁一面にひまわりを咲かせる

牧丘三富納涼夏まつり実行委員会

イベントや、書道パフォーマンス、人

市内の膳棚遺跡（八幡地区）のパネ
ルや、関連する西関東道路内の発掘調
査成果について、出土した土器と合わ
せて展示します。

保険・

期

間

７月 28 日㈪～８月 27 日㈬

会

場

市役所東館２階コラボサロン

時

間

午前８時 30 分～午後５時 15 分

気キャラクターのぬりえコーナーやチ

（山梨市商工会内）☎ 2250

男女共同参画の視点で考える
地域の防災講演会

税

※土日祝日は見学できません。

地域の防災力の向上を図るために

問い合わせ

は、女性の参画を進めていくことが重

生涯学習課文化財担当

要となります。防災・減災に関する取

健

（西館２階、内線 2322・2324）

2014 牧丘三富納涼夏祭り
康

だい か ぐら し

太神楽師の大道芸、紅富士太鼓、フ

介護・福祉

日

時

８月３日㈰

午後３時～８時（少雨決行）
会

場

内

容

花かげホール、ホール前庭

参加費

無料（入館料が必要です）

問い合わせ
山梨市屋内温水プール

☎ 5211

第 13 回花かげホール音楽会

り組みに必要な基礎知識や、実際に地

花かげホールのピアノ（ベーゼンド

域で取り組みを行なうには何が必要か

ルファ フルコンサートピアノ）の音

を男女共同参画の視点から考えてみま

色を、多くの人に楽しんでもらうこと

せんか。

を目的に始めたこの音楽会も今年で

日

時

８月 29 日㈮

13 回を迎えます。フルート演奏や声

午後１時 30 分～

ラダンスがやってきます。楽しいひと
ときをお過ごしください。

ビッコ運動会など

楽などの発表もあります。ぜひ足をお

会

場

市役所西館５階 501 会議室

運びください。入場は無料です。

内

容

演題：男女共同参画の視点か

日

とくのり

時

８月 31 日㈰

ら考える地域防災、講師：石坂督規さ

開場：午後１時

ん（東京未来大学准教授）

会

場

花かげホール

出

演

花かげホール利用者（未就学

共

催

県立男女共同参画推進センター

開演：１時 30 分

く

①模擬店コーナー：午後３時～８時

※参加は無料で申し込み不要です。

児から大学生）、ゲストあり

②アニメ映画「アナと雪の女王」２回

問い合わせ

問い合わせ

市民生活課まちづくり・協働担当

花かげホール

上映、入場無料（各回 400 人限定）
、

ら

上映時間：
【１回目】午後１時～

（東館１階、内線 1145・1146）

☎ 4888

（午前９時～午後５時、月曜休館）

し
お 知 ら せ

根津記念館
イベント情報
（月曜休館、☎ 8250）
■夏休み期間中は高校生以下入館無料

■夏休み特別企画展「吉沢やすみ展」
山梨市出身で市の観光大使も務める漫画家
吉沢やすみさんの企画展を開催します。
「ど根性ガエル」のカラー原画
や漫画原稿などを展示。
８月 17 日㈰には吉沢さんを

夏休み期間中、高校生以下の入館料を無料とします。

招いてお話やサイン会などの

夏休みの自由研究にご活用ください。

イベントを開催します。

期

間

７月 19 日㈯～８月 31 日㈰

広報やまなし 2014.8-23

期

間

７月 19 日㈯～８月 31 日㈰

Ⓒ吉沢やすみ／
オフィス安井

▶２日：53kg 級、62kg 級
▶３日：56kg 級、69kg 級
▶４日：77kg 級、85kg 級

日川高校 ウエイト
リフティング部から
６人出場します！

▶５日：94kg 級、105kg 級、+105kg 級、閉会式

写真左から、久保田謙（105kg 級）、雨宮玄剛（94kg 級）、
島袋匡継（85kg
級）
、杉田圭輔（62kg 級）、中島緑夢（62kg 級）、大原魁斗（56kg 級）

８月１日㈮～５日㈫

▶１日：開会式（午後５時 30 分）

大会
期間

※詳細な日程は市ホームページでご確認ください。

平成 年度全国高等学校総合体育大会

開催日程

ウエイトリフティング競技大会

督、競技役員、応援を含め 1,500 人を超える皆さんをお迎えします。

市民総合体育館

一小）の開催を含め３回目の開催となります。期間中は、選手、監

61

競技
会場

本市での開催は昭和 50 年度（日川高校）
、平成８年度（牧丘第

高松宮賜旗 第 回全国高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会

高校生スポーツの最高の祭典、全国高校総体（インターハイ）
ウエイトリフティング競技大会が、
市民総合体育館で開催されます。

● 市内の高校から６人の選手が出場しますので、市民皆さんのご声援をお願いします！

ポスター図案・小林あかねさん（県立桂高）
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36,943 人（ー 29）
35） 男 17,607
17,803 人（ー 16）
18） 女 19,116
19,140 人（ー 13）
17） 世帯数 14,603
14,607 世帯（ー
世帯（＋ 4）
15）
（2014.6.1 現在）人口 36,877
世帯と人口 （2014.7.1

