
●

サルの侵入を防ぐ
電線入りワイヤー

カラスを防ぐ合成繊維ひも
（空に張り巡らせる）

イノシシやシカの侵入を防ぐ
ステンレス入りネット

県内では、中濃・西濃・飛騨の中山間地を中心に、野
生鳥獣による農作物への被害が深刻化しています。平
成 24 年度の農作物被害額は４億３千万円にのぼりま
す。県では、個々の農家ごとではなく、地域ぐるみによ
る鳥獣被害対策を推進しています。

11月は「鳥獣被害対策推進月間」

知恵と工夫を凝らした鳥獣被害対策を推進しています

野生鳥獣を寄せ付けない環境づくりにご協力を！

多重債務でお困りの方に、法律専門家
が相談に応じます。※要申込・無料▲

とき／11月19日（火）13:00～ 16:00▲

ところ／可茂総合庁舎（美濃加茂市）▲

定員／６人（先着順）▲

受付／ 11 月 18 日（月）までに申込先
に電話▲
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

▲

とき／いずれも13:00 ～15:50　
11月20日（水）、12月４日（水）・18日（水）
※要申込・無料▲

ところ／県民生活相談センター（ふれ
あい福寿会館（岐阜市））▲

定員／各日８人（先着順）▲

受付／開催日の２日前までに申込先に
電話（相談員が相談内容を聞き取ります）▲

申込先・問／県民生活相談センター
　☎058（277）1001

弁護士による無料法律相談

　県では、総合型防護柵「猪鹿鳥無猿柵（いのしかちょうむえんさ
く）」を開発しました（右図）。集落において、農地全体を囲むなどの
方法で活用されています。

集落では、よく目立つオレンジ
色の「絆ベスト」を着用したり、
「ロケット花火」を使用したり
と工夫しながら、関係者が一
丸となって鳥獣の追い払いに
取り組んでいます。

　鳥獣被害が増加したのは、集落が「エサ
場」となり「人慣れ」が進んだためと言われ
ています。皆さんも、「野生鳥獣にエサを与
えない」「残飯などの生ゴミを屋外に放置し
ない」ようにしてください。
　また、人の存在が野生鳥獣を寄せ付けな
いことにつながります。自然豊かな農山村
を訪れてみてはいかがですか。

　県庁農村振興課　☎058（272）8422

トマト産地（海津市）と菓子工場（美濃加
茂市）を見学し、食品の安全について学
びましょう。
※要申込・無料（昼食代は自己負担）▲

とき／ 11月27日（水）８:00 ～ 17:00▲

ところ／東濃西部総合庁舎（多治見
市）に集合（貸切バスで移動）▲

定員／ 40 人（先着順）▲

申込方法／「食品安全セミナー参加希
望」と明記の上、氏名・住所・電話番号
を記入し、申込先へ FAX。（電話でも受け
付けます）▲

申込期間／11月１日（金）～19日（火）▲

申込先・問／
　県庁生活衛生課食品安全推進室　
　☎058（272）8284　　058（278）2627

食品安全セミナー
参加者募集！

表彰式と岐阜県出身の小説家中村航さ
んの講演会を行います。
※申込不要・無料▲

とき／ 12月15日（日）13:00 ～ 15:30▲

ところ／岐阜県図書館（岐阜市）▲

定員／ 250 人（先着順）▲

問／県図書館　☎058（275）5111

ぎふけん・おすすめの１冊
コンクール表彰式・講演会

▲猪鹿鳥無猿柵

▲「絆ベスト」と「ロケット花火」

アルコール依存について心配されている
ご本人やご家族のための相談会を開催
します。※申込不要・無料▲

とき・ところ／①11 月 17 日（日）
13:00 ～15:00・高山市総合福祉センター
②12月４日（水）19:00 ～21:00・大垣市
総合福祉会館▲

問／県精神保健福祉センター　
　☎058（273）1111 （内線 2252）

アルコール依存相談会

専門医による相談会を開催します。
※当日会場で申込・無料▲

とき／ 11月23日（土・祝）13:00 ～
16:00（受付時間：12:30 ～ 15:00）▲

ところ／高山市役所市民ホール（高山
市花岡町２-18）　▲

相談内容／○神経内科疾患（パーキン
ソン病、脊髄小脳変性症、多発性硬化症
など）　○整形外科疾患（後縦靱帯骨化
症、脊柱管狭窄症など）　○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）　○福祉相談（福祉
制度、サービスなど）　※「モヤモヤ病」
についてのミニ学習会もあります。▲

問／難病生きがいサポートセンター　
　☎・　　058（214）8733

難病医療・福祉相談会
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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）1115  　　 058（278）2506
　この情報は10月２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／ 2,053,519 人（516 人減）　　●世帯数 744,879 世帯（137 世帯増）　　
　　　　男／　992,737 人（247 人減）
　　　　女／ 1,060,782 人（269 人減）

※平成 25 年９月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

試　　　験

▲

試験区分／○衛生専門学校：助産師・看護師（２年課程・３年課
程）・歯科技工士・歯科衛生士　○多治見看護専門学校：看護師（３
年課程）　○下呂看護専門学校：看護師（３年課程）▲

試験日／平成 26 年１月22日（水）　

▲

試験場所／各校▲

受付／ 11月28日（木）～ 12月12日（木）　▲

試験料／ 6,000 円（収入証紙）　▲

願書・問／衛生専門学校（岐阜市） ☎058（245）8502
 多治見看護専門学校（多治見市） ☎0572（23）1214
 下呂看護専門学校（下呂市） ☎0576（25）5775

県立衛生・看護専門学校平成 26 年度生一般入学試験

▲

試験日／ 12月２日（月）　

▲

試験場所／国際たくみアカデミー（美
濃加茂市）　

▲

願書／国際たくみアカデミーで配布　

▲

受付／ 11 月
11日（月）～ 21日（木）　

▲

試験料／ 18,000 円　

▲

受験資格／高校
卒業程度　

▲

問／国際たくみアカデミー　☎0574（25）2423

国際たくみアカデミー職業能力開発短期大学校一般推薦・
一般入試（生産技術科、建築科）

▲

試験日／エンジニア科一般入試１：12月21日（土）、クリエーター
科一般入試２：12月 22日（日）　

▲

試験場所／森林文化アカデミー
（美濃市）　

▲

願書／郵送します。ホームページからも入手可。

▲

受付／ 11月27日（水）～ 12月11日（水）▲

問／森林文化アカデミー事務局　☎0575（35）2525

森林文化アカデミー平成 26 年度入学試験（第２回）

薬物乱用による危害を一人ひとりが認識し、薬物乱用を根絶しましょ
う。「合法ハーブ」などと称していても、麻薬や覚醒剤と同様の健康被
害のおそれがあります。

▲

問／県庁薬務水道課  ☎058（272）8285

麻薬・覚醒剤乱用防止運動

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／ 11月22日（金）～ 12月20日（金）▲

問／県庁財政課　☎058（272）1130

年末ジャンボ宝くじの購入は県内で！　

東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授による講演会
を行います。※要申込・無料▲

とき／ 12月７日（土）13:30 ～ 15:00▲

ところ／大垣市中川ふれあいセンター（大垣市）▲

定員／ 300 人（先着順）▲

申込書／大垣市保健センター（申込先）、問合せ先など
で配布▲

申込期限／ 11月21日（木）▲

問／県庁高齢福祉課　☎058（272）8296

営業開始日の 11月23日（土・祝）は滑走料無料！
12月23日（月・祝）はクリスマスイベントとして高校生以
下は滑走料無料！▲

冬季営業期間／ 11月23日（土・祝）～ 平成 26 年２
月16日（日）　

▲

料金／【滑走料 1回券】一般 1,000 円、
高校生 800円、小中学生 500円　【貸靴】500円　※お
得な回数券、ナイター券、シーズン券もあります。▲

問／県クリスタルパーク恵那スケート場　（恵那市武並
町竹折 970-1）　☎0573（28）3390

認知症予防講演会

ぎふチャン（8ｃｈ）
のデータ放送で
県広報をご覧い
ただけます。読む

テレビで d

ぎふ県政ほっとライン
広報テレビ番組 （第 1・第 3水曜日 18:00 ～ 18:15）

ぎふチャン（8ch）

クリスタルパーク恵那スケート場の
冬季営業開始！

岐阜県美術館
岐阜市宇佐４-１-22　☎058（271）1313
休／月曜日（祝日の場合は翌平日）
開館時間／ 10:00 ～ 18:00
企画展開催時の第３金曜日は夜間開館日
10:00 ～ 21:00（入場は 20:30 まで） 近代日本画の巨匠、川合玉堂。

本展では、特に青年期から壮年
期の作品を中心に、川合玉堂の
世界を紹介します。書簡などの
資料も展示します。▲

期間／ 11 月８日（金）～ 12
月８日（日）▲

料金／一般 1,000 円・大学
生 800 円・高校生以下無料 

Web 検索森林文化アカデミー　入試

1992年の初演以来、40万人以上の子どもたちを興奮させ
てきた名作オペラが、いよいよサラマンカホールに登場！▲

とき／ 12月14日（土）14:00 開演▲

ところ／サラマンカホール（岐阜市）▲

料金／大人 3,000 円、中・高・大学生 1,500 円、３歳
～小学生 500円▲

問／ふれあい福寿会館サービスセンター　
　☎058（277）1110

オペラシアターこんにゃく座
オペラ「森は生きている」

企画展
「素顔の玉堂―川合玉堂と
彼を支えた人びと―」

川合玉堂　
《錦秋》（1905年）　
岐阜県美術館蔵

認知症をテーマに、講演会などを行います。
※要申込・無料▲

内容／①認知症個別相談会　②認知症対策に関する
説明会　③パネルディスカッション・講演会▲

とき／ 12 月１日（日）　①②10:30 ～ 12:00　③13:30
～ 16:00▲

ところ／アピセ関（関市）▲

定員／①６組　②60 人　③300 人（いずれも先着順）▲

申込書／岐阜県医師会（申込先）、問合せ先などで配布▲

申込期限／ 11月15日（金）▲

問／県庁高齢福祉課　☎058（272）8296

県民健康セミナー・認知症理解普及講座

放送大学公開講演会
～発達障がいの理解と支援　
　どんなことに困るの？～

発達障がいの個性を理解し、子どもの立場に立った支援
を考えましょう。※要申込・無料▲

とき／ 12月７日（土）13:30 ～ 15:30▲

ところ／ふれあい福寿会館　講堂（岐阜市）▲

定員／ 200 人（先着順）▲

申込方法／申込先に電話▲

申込先・問／放送大学岐阜学習センター　
　☎058（273）9614

違法なドラッグは「買わない」「使わない」「かかわらない」　


