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　岐阜県青少年ＳＯＳセンターでは、青少年（39 歳まで）や保護
者・家族の方からの相談を 365日・24 時間受け付けています。
平成 24 年度は、延べ 1,476 件の相談がありました。
　卒業・進学・進級などを控え、不安になりがちな時期です。一
人で悩みや不安を抱えず、気軽にご利用ください。

いま、ひとりで悩んでいませんか

新たに就農を考えている人を対象に、相
談会とセミナーを開催します。
※要申込・無料
○中濃会場／２月23日（日）
　ＪＡめぐみの本店（関市）
○岐阜会場／３月９日（日）
　ふれあい福寿会館（岐阜市）　
※いずれも10:00 ～ 15:30▲

申込方法／２月17日（月）までに申込
先に電話　

▲

申込先・問／県庁農業経
営課　☎058（272）8421

就農・就業相談会
「ぎふアグリチャレンジフェア2014」

不妊治療費の助成制度があります。治
療１回あたり15万円（一部治療内容に
ついては7.5万円）を限度に、年間２回
（初年度は３回）、５年間で10回まで申
請が可能です。詳しくはお問い合わせく
ださい。▲

平成25年度分申請期限／３月31日（月）▲

申請先／県内各保健所▲

問／県庁保健医療課
　☎058（272）8276

特定不妊治療費助成事業
（体外受精・顕微授精）

専門医によるミニ学習会と個別相談を開催
します。※無料▲

内容／○膠原病（強皮症、全身性エリテマ
トーデス、多発性筋炎、リウマチなど）　○消
化器内科（潰瘍性大腸炎、クローン病など）
○福祉相談（福祉制度、サービスなど）▲

とき／２月23日（日）13:00 ～ 16:00
ミニ学習会　13:00～ 14:30　※申込不要
個別相談　14:30～ 16:00　※要申込▲

ところ／ソフトピアジャパン 10階（大垣市）▲

申込方法（個別相談）／申込先に電話▲

申込先・問／難病生きがいサポートセンター
　☎・　　058（214）8733（平日9:30～17:00）

難病医療・福祉相談会

肝炎治療受給者証をお持ちの方は、
主治医が治療の継続が必要と認め
た場合、肝炎治療受給者証を更新で
きます。更新しないと助成を受けら
れなくなりますので、有効期間満了
前に、必要書類をお住まいの地域の
保健所に提出してください。▲

問／県庁保健医療課
　☎058（272）8860

肝炎治療受給者証の
更新手続きを！

　県庁男女参画青少年課　☎058（272）8238Web 検索岐阜県ＳＯＳセンター

　家族関係、友人関係、人間関係、身体、性、いじめ、不登校、非行、ひ
きこもり、ニートなど、さまざまな悩みや不安・不満についての相談
に応じています。匿名での相談も可能です。
　相談者、相談内容についての秘密は厳守します。▲

365日・24 時間フリーダイヤル
　電話　0120（247）505（携帯・ＰＨＳ可）
　　　　※20:00 ～翌 9:00 は、緊急の場合におかけください。
　FAX　0120（505）783▲

メール　　sos505@fancy.ocn.ne.jp
　　　　※19:00～翌 9:00は、返信ができませんのでご了承ください。
　　　　　差し支えなければ、学年・年齢・性別を書いてください。▲

面談　相談員・臨床心理士による面接相談を、ふれあい福寿会
館（岐阜市）で行っています。ご希望の場合は、電話（上記フリーダ
イヤル）でご予約ください。臨床心理士との面談は、原則として毎
月第２・第４金曜日の 13:00 ～ 17:00 となります。なお、医療行
為にあたる相談は対象外です。

岐阜県青少年ＳＯＳセンター

「こんなことで相談
してもいいのかな...」
ささいなことと思わず、
ご相談ください。

交通事故による過失割合や損害賠
償などのさまざまな相談に応じま
す。
※要申込（開催日前日まで）・無料▲

ところ：とき／
多治見市役所：２月20日（木）、３月６日（木）
可茂総合庁舎：２月14日（金）、３月14日（金）
飛騨総合庁舎：２月26日（水）、３月26日（水）
いずれも10:00 ～ 15:00▲

相談方法／面接▲

申込先・問／県民生活相談セン
ター　☎058（277）1001　※電話で
の相談も随時受け付けています。

交通事故巡回相談

多重債務でお困りの方に、法律専門家が相
談（電話・面接）に応じます。
※無料・面接は要申込▲

とき／２月15日（土）13:00 ～ 16:00　▲

ところ／県民生活相談センター（岐阜市）▲

定員（面接）／６人（先着順）▲

申込方法（面接）／２月14日 （金）までに
申込先に電話　※電話相談は申込不要。時
間内に申込先へ電話してください。　▲

申込先・問／県民生活相談センター　
　☎058（277）1003

多重債務無料相談会

青少年の皆さん
・友だちが最近そっけない。メールの返
信が遅い。嫌われたのではないかと
心配。

・なんだかイライラして落ち着かない。
以前はこんなことなかったのに。どう
してなのかわからなくて不安。
・身体や性についての誰にも言えない
悩みがある。

・これって「いじめ」なのかな。自分にも
悪いところはあるのかもしれないけ
ど、辛くて苦しいよ。

保護者の方
・最近、なんとなく子どもの様子がおか
しい。
・親子の会話がなくなった。
・子どもが学校に行きたがらない。
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この紙面に関するお問い合わせは、岐阜県広報課まで
　058（272）1111 ㈹  　　 058（278）2506
　この情報は１2月27日現在のものです。

｢ 岐阜県からのお知らせ」点字版・音声版を
ご希望の方は、県庁広報課へご連絡ください。



●県の人口／ 2,051,191 人（1,670 人減）　　●世帯数 745,935 世帯（82 世帯増）　　
　　　　男／　991,815 人（681 人減）
　　　　女／ 1,059,376 人（989 人減）

※平成 25 年 12 月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

読む
テレビで d

広報テレビ番組ぎふチャン（8ch）

岐阜県現代陶芸美術館
多治見市東町4-2-5　　
☎0572（28）3100
休／月曜日（祝日の場合は翌平日）
開館時間／
 10:00 ～ 18:00
（入館は17:30 まで）

多治見工業高等学校が戦前に
収集した国内外の1,500点を超
える陶磁器作品の中から、ロ
イヤル・コペンハーゲンや地元
の西浦焼など約200点を紹介し
ます。▲

期間／２月23日（日）まで▲

料金／一般320円、大学生
210円、高校生以下無料

▲

期間／２月15日（土）～４月
13日（日）▲

料金／一般320円（４月から
330円）、大学生110円、高校生
以下無料

毎年恒例、大阪フィルの岐阜定期演奏会。今年はソリス
トに、14歳のピアニスト牛田智大さんをお迎えします。▲

とき／３月８日（土）18:30開演　

▲

ところ／サラマンカ
ホール（岐阜市）　

▲

料金／ S席5,000円、A席4,000円、
学生半額（小学生以上30歳まで）　

▲

問／ふれあい福寿
会館サービスセンター　☎058（277）1110

サラマンカふれあいコンサート
大阪フィルハーモニー交響楽団
第37回岐阜定期演奏会

やきものタイムカプセル

岐阜県公式フェイスブックページを開設！

Web 検索ぎふ清流ハーフマラソン

シドニー五輪金メダリストの高橋尚子さんがコースを監修
した「ぎふ清流ハーフマラソン」が５月18日（日）に開催さ
れます。この大会を支えるボランティアを募集しています。▲
受付／３月28日（金）まで　

▲

募集人数／ 3,000人（先
着順）　

▲

活動内容／参加賞袋詰め、参加者受付、催事・
大会運営補助など　

▲

申込書／岐阜県庁、岐阜市役所、
岐阜メモリアルセンター、岐阜中日ビルに設置。
ホームページから
ダウンロード可。　▲

問／高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソンボランティア
事務局　☎058（265）0196（平日11:00 ～ 17:00）

第４回高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン
ボランティア募集

皆さんに県内で購入していただいた宝くじの販売額のう
ち、約40％が県の収入となり、市町村振興や高齢化・少
子化対策など、身近なところで役立てられています。宝く
じの県内での購入にご協力ください。▲

発売期間／２月14日（金）～３月７日（金）▲

問／県庁財政課　☎058（272）1130

グリーンジャンボ宝くじの購入は県内で！

東日本大震災を教訓とした防災対策に必要な財源を確保
するため、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人
住民税の均等割額に年間1,000円（県民税500円、市町村民
税500円）が加算されます。ご理解とご協力をお願いします。▲

問／県庁税務課　☎058（272）1153

個人住民税が引き上げられます

ロイヤル・コペンハーゲン
《釉下彩夫人とコリー犬置物》

サクライソウのレプリカとその標本（当館蔵）

岐阜県内のどこにどのような
植物が生育しているのかがわ
かる｢植物誌｣をつくる試みが、
30年以上前から行われていま
す。明らかになってきた岐阜
県の植物誌を紹介します。

岐阜県まるっと植物探検
－植物誌調査からわかったこと－

岐阜県公式フェイスブックページ『「清流の国ぎふ」岐阜
県ミナモだより』を開設しました。「清流の国ぎふ」マス
コットキャラクターのミナモが、「清流の国ぎふ」の魅力や
イベント情報、県政情報などを投稿しています。皆さん
の「いいね！」をお待ちしています。

地元商店自慢の品を揃えたあきんど市や掘出しモノがた
くさんの骨董市などを開催。ぜひお越しください。▲

とき／２月22日（土）・23日（日）10:00 ～ 16:00▲

ところ／セラミックパークＭＩＮＯ（多治見市）▲

問／セラミックパーク美濃　☎0572（28）3200

セラパーク楽々市

テッポウウオによるハートの狙い撃ちや、バレンタインに
ちなんだ水槽などが登場。冬のデートが一段と楽しくな
る仕掛けが満載です。▲

とき／２月１日（土）～３月16日（日）▲

ところ／世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ（各務原市）▲

入館料／大人1,400円、中学・高校生1,100円、小学生
750円、幼児（３歳以上）370円　▲

問／アクア・トトぎふ　☎0586（89）8200

水族館で♡冬デート in アクア・トト ぎふ

岐阜県博物館
関市小屋名1989（岐阜県百年公園内）　　
☎0575（28）3111
休／月曜日（祝日の場合は翌平日）
開館時間／３月まで　9:30 ～ 16:30
　　　　　４月から　9:00 ～ 16:30
　　　　　（入館は16:00 まで）

　県からのお知らせやイベント情報
など、暮らしに役立つ身近な情報を
ぎふチャン（８ch）のデータ放送でお
届けしています。新鮮な情報をいつ

岐阜県学寮・岐阜県学生会館入寮者募集
平成26年4月に東京近郊の大学に入学予定の県出身学生を対象に入寮
者を募集します。▲

申込書／岐阜県学寮、岐阜県学生会館、県庁人づくり文化課、県振興
局・事務所で配布。郵送希望の場合は、学寮・学生会館に直接請求。
○岐阜県学寮　［所在地］東京都文京区小日向1-18-11　［募集人数］男
子のみ35人程度　［申込先・問］岐阜県学寮　☎03（3947）1958

○岐阜県学生会館　［所在地］東京都八王子市子安町2-5-8
　［募集人数］男子18人、女子10人程度
　［申込先・問］岐阜県学生会館　☎042（646）6561▲

問／県庁人づくり文化課　☎058（272）8245

ぎふ県政ほっとライン（第 1・第 3水曜日 18:00 ～）

でも簡単にご覧いただけます（毎週木曜日更新）。イベント情報は
週単位で検索もできます。ぜひ、ご利用ください。
[見かた]
①テレビを「ぎふチャン８ch」に合わせ、リモコンのｄボタンを押す。
②リモコンの上下左右ボタンを押して、データ放送画面右上の「岐
阜県からのお知らせ」を選択して「決定」を押す。

▲

問／県庁広報課　☎058（272）1115


