
●

県では、「岐阜の宝もの」（※）などの観光地の特性を生かして、「高品質」で「本物」の
宿泊滞在型観光が満喫できる「清流の国ぎふ」観光回廊づくりに取り組んでいます。
各地が紅葉に染まるこの季節。県内をめぐる旅に出かけてみませんか。

「清流の国ぎふ」観光回廊づくり

「中山道ぎふ 17宿歩き旅２０１３」
（10月 12 日（土）～ 11月 17 日（日））

「清流の国ぎふ」めぐる旅キャンペーン
～秋だ！岐阜だ！ウォーキング！～

清流の国ぎふづくり
水環境シンポジウム

Web 検索清流の国めぐる旅

Web 検索岐阜県地震防災フォーラム

Web 検索岐阜県　食品の安全・安心

地震防災に関する講演、地域防災力の
向上をテーマとしたパネルディスカッ
ションを行います。
※要申込・無料▲

とき／ 10 月 27 日（日）13:30 ～
16:30　

▲

ところ／大垣市情報工房（大
垣市）　

▲

定員／ 400 人（先着順）▲
申込書／申込先で配布。ホームペー
ジからも入手可。

▲

申込先・問／県庁防災課　
　☎058（272）1125

鳥獣被害対策フォーラム
11 月の鳥獣被害対策推進月間に、集落
ぐるみによる鳥獣被害対策の推進を
テーマとした講演と事例発表を行いま
す。※申込不要・無料▲

とき／ 11 月 13 日（水）13:15 ～
16:30　

▲

ところ／わかくさプラザ多
目的ホール（関市）　

▲

定員／ 350 人
（先着順）　▲

問／県庁農村振興課
☎058（272）8422

岐阜県地震防災フォーラム

県内全市町村の観光担当課男性職員により結成され
た「イケメン観光案内人・Ｇ（ギフ）メン」が、秋のおす
すめモデルコースを提案。
▲

江戸時代にタイムスリップ！秋の中山道のんびり
歩き旅　▲

家族みんな大満足！グルメに自然、飛騨フルコー
スの旅　など 10 コース

観光情報は Web 検索ぎふの旅ガイド

（岐阜県観光連盟公式サイト）

７月に見直しを行ったＢＳＥ対策につい
ての説明・意見交換を行います。
※要申込・無料（託児あり。要問合せ）▲

とき／11月13日（水）13:30 ～16:00▲

ところ／県図書館（岐阜市）▲

定員／200人（先着順）　▲

申込書／申込先で配布。ホームページ
からも入手可。

▲

申込期限／11月 6日（水）　▲

申込先・問／県庁生活衛生課 
　☎058（272）8284

食品の安全・
安心シンポジウム

県内中山道 126.5 ㎞と17 の宿場をつなぐ「中山道ぎ
ふ 17 宿歩き旅 2013」を開催。▲

宿場での体験プログラム（恵那の「和」スイーツづく
り体験など）　

▲

ガイドと巡る宿場・まち歩き▲

中山道踏破にチャレンジするウォーキング　など

路線バスで行く「飛騨の森」
高山・下呂から「小坂の滝」を訪れる企画乗車券を販
売。11月29日（金）まで。▲

岐阜の宝もの「小坂の滝めぐり」昼食＆ガイド付プラン▲

天然の炭酸泉「ひめしゃがの湯」と炭酸泉料理満喫プラン
問／濃飛バス下呂トラベルセンター　☎0576（25）3014

　県庁観光課　☎058（272）8084

多様な生物が生息できる良好な水環境
を後世に残す「清流の国ぎふづくり」を
テーマに、対談や事例発表を行います。
※要申込・無料　▲

とき／ 11 月 25 日（月）10：00 ～
17：00　

▲

ところ／じゅうろくプラザ
２階ホール（岐阜市）　

▲

定員／ 600 人
（先着順）　

▲

申込書／申込先で配布。
ホームページからも入手可。

▲

申込期限／ 11 月 13 日（水）▲

申込先・問／県庁河川課 
　☎058（272）8593

Web 検索ぎふ水環境シンポジウム

※「岐阜の宝もの」：県が自信をもっておすすめする観光資源で、次の５つが認定されています。
○中山道ぎふ 17 宿、○天生県立自然公園と三湿原回廊（飛騨市・白川村）、
○乗鞍山麓五色ヶ原の森（高山市）、○小坂の滝めぐり（下呂市）、
○東濃地方の地歌舞伎と芝居小屋（瑞浪市・恵那市・中津川市）

【個別相談】 13：30 ～ 16：00
　　　　　（１人 30 分、先着８人）
【交流会】 13：30 ～ 14：30
※いずれも要申込・無料
①西濃総合庁舎（大垣市）・10月24日（木）
②可茂総合庁舎（美濃加茂市）・10 月
31 日（木）
③東濃西部総合庁舎（多治見市）・11
月 21 日（木）
④飛騨総合庁舎（高山市）・11月14日（木）▲

申込方法／氏名、連絡先、希望会場・
時間、相談会・交流会の参加の有無を記
入し、申込先へ電話、FAXまたはメール▲

申込期限／開催日直近の月曜日　
※電話予約は月・金曜日のみ（10：00
～ 16：00）　▲

申込先／県不妊相談センター 
　☎058（389）8258 （FAX 兼） 　　
　　ｃ11223a@pref.gifu.lg.jp▲

問／県庁保健医療課 
　☎058（272）8276

不妊・不育に関する
個別相談・交流会

10
2013 OCT. 

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９月４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／ 2,054,035 人（314 人減）　　●世帯数 744,742 世帯（271 世帯増）　　
　　　　男／　992,984 人（30 人減）
　　　　女／ 1,061,051 人（284 人減）

※平成 25 年８月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

試　　　験

▲

試験日／11月１日（金）　

▲

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／ 10 月 15 日（火）～ 10 月 24 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
※職業能力開発校の入試についてはお問い合わせください。

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・
ＡＯ入試（生産技術科、建築科）

▲

試験日／ 11 月 30 日（土）　▲

試験場所／国際園芸アカデミー（可児市）▲

願書／国際園芸アカデミーで配布。ホームページからも入手可。▲

受付／ 11 月５日（火）～ 11 月 15 日（金）▲

問／国際園芸アカデミー　☎0574（60）5250

国際園芸アカデミーマイスター科一般入試（第１回）

▲

とき／ 11 月４日（月・休）14:00 ～ 16:00　▲

ところ／長良川国際会議場メインホール（岐阜市）　▲
定員／ 1,300 人（先着順）※要申込・無料▲
申込方法／往復はがきに住所、氏名、電話番号、
　入場希望人数を記入し申込先へ郵送　▲

申込期限／ 10 月 21 日（月）　▲

申込先・問／県警察本部広報県民課　
　☎058（271）2424（内線 2173）　〒500-8501（住所不要） 

第 18 回岐阜県警察音楽隊定期演奏会

盗難に遭った使用済みの金属、貴金属、自動車などの流通防止を目
的とした条例が 10 月 1 日から施行されました。使用済みの金属類
の売買などを行う方は許可が必要です。　▲

申請先／県内各警察署生活安全課　▲

手数料／ 1件につき 10,000 円　▲

問／県警察本部生活安全総務課　☎058（271）2424（内線 3045）

岐阜県使用済金属類営業に関する条例の施行

不正軽油は悪質な脱税行為であり、重大な犯罪です。トラックやダ
ンプの燃料に灯油や重油を使っているなどの情報がありましたら
ご連絡ください。▲

連絡先・問／岐阜県税事務所　☎058（214）6915
 東濃県税事務所　☎0572（23）1111（内線 252）  
 飛騨県税事務所　☎0577（33）1111（内線 292）

なくそう！不正軽油

ひきこもりへの理解を深めるための講演会を開催します。
※要申込・無料▲

とき／10月31日（木）13:30～16:15　

▲

ところ／県図
書館（岐阜市）　

▲

定員／150人（先着順）　

▲

申込方法／
氏名、電話番号を記入し、申込先にFAXまたは郵送▲

申込期限／10月24日（木）　

▲

申込先・問／県精神保
健福祉センター 　☎058（273）1111（内線2253） 
　  058（275）5097　〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 

ひきこもりがちな若者とその家族が共に学び話し合う
グループミーティングを開催します。
※要申込（事前面接あり）・無料▲

とき／いずれも 13:30 ～ 15:30　「家族のつどい」11
月～平成 26 年３月の第４水曜日　「本人のつどい」毎
月第３水曜日　

▲

ところ／県精神保健福祉センター
（岐阜市）　

▲

定員／各 10 人程度　

▲

申込方法／申込
先に電話　

▲

申込先・問／県精神保健福祉センター
☎058（273）1111（内線 2253）

ひきこもり講座

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）

ひきこもりグループミーティング

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）

土岐市に住み制作を続け
る伊藤慶二氏による陶の
立体造形作品、器、絵画を
展示。新作「NAGASAKI」シ
リーズを初公開！

▲

期間／平成 26 年１月
13 日（月・祝）まで▲

料金／一般 320 円、大
学生 210 円、高校生以
下無料 

Web 検索ぎふ清流国体・ぎふ清流大会　１周年記念イベント

自然体験・活動を通じて、環境保全について親子で考え
るツアーです。※要申込▲

とき／ 11 月～平成 26 年１月（日帰り４コース、宿泊
１コース）　※コースの詳細や定員、料金、申込方法につ
いてはお問い合わせください。▲

問／名鉄観光サービス 岐阜支店　☎058（265）8103

清流の国ぎふ親子「森・川・海」体験ツアー
秋・冬コース参加者募集！

記念式典、「一流アスリートスポーツ教室」、
清流こよみぶね展示イベントなどを開催。
※要申込（詳しくはお問い合わせください）▲

とき／ 10 月 19 日（土）・20 日（日）

▲

問／県庁清流の国づくり推進課　☎058（272）1836

10 月 19 日（土）には、当日参加できる楽しいイベン
トを開催！
○軽スポーツを体験するレクリエーションフェスティバル
○岐阜県の特産品や土産品を販売する「清流の国ぎふ屋台村」

ぎふ清流国体・ぎふ清流大会
１周年記念イベント

伊藤慶二展

伊藤慶二
《おんな》　

▲

とき／ 11 月 22 日（金）13：30 ～ 24 日（日）17：00▲

ところ／県立森林文化アカデミー（美濃市）　

▲

定員
／ 20人（先着順）※要申込　

▲

料金／ 19,000 円（一般）、
16,000 円（学生）　

▲

申込方法／住所、氏名、性別、生年
月日、連絡先を記入し、申込先へ郵送、FAX またはメー
ル　

▲
申込期限／ 11 月 17 日（日）　

▲

申込先・問／岐
阜県キャンプ協会事務局 　☎090（1627）6887
　  0584（27）9499　　   gifu@camping.or.jp
〒503-2323 神戸町西保 654 松岡様方

キャンプインストラクター養成講座

国際協力機構ボランティア説明会

▲

とき／ 10 月 23 日（水）18：30 ～ 20：30　▲

ところ／ふれあい福寿会館 301 中会議室（岐阜市）▲

定員／ 100 人（先着順）※申込不要・無料　▲

問／青年海外協力協会中部支部 　☎052（459）7229

▲

ところ／岐阜メモリアルセンター、長良川公園（岐阜市）


