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名称 所在地 営業日時・電話

本所 アクティブＧ２階
月～土 
9:00～18:00
☎058（269）3757

東濃支所 多治見駅前
プラザ・テラ４階

月～土 
10:00～19:00
☎0572（21）5339

高山出張所 高山市民文化会館
（高山市昭和町1-188-1）

水曜日
（本所で受付）

※休業日／年末年始、日祝日

県では、生活面の支援から就労支援までを総合的に行うため、「岐阜県総合人材チャレンジセ
ンター」と「岐阜県パーソナル・サポート・センター」を開設し、さまざまな状況にある県民
の皆さんのニーズに応えています。ぜひご利用ください！

生活から就労まで総合的に支援します！

　県庁労働雇用課　☎058（272）8402

岐阜県総合人材チャレンジセンター 岐阜県パーソナル・サポート・センター

第３期岐阜県食品安全
行動基本計画に関する
意見交換会

水源地域保全
シンポジウムの開催

多重債務でお困りの方に、法律専門
家が相談に応じます。※要予約・無料▲

とき／９月 19 日（木）　▲

ところ／飛騨総合庁舎（高山市）▲

定員／先着６人　

▲

受付／９月
18 日（水）までに申込先へ電話　▲

申込先／県民生活相談センター 
　☎058（277）1003

Web 検索ジンチャレ！
Web 検索岐阜県パーソナルサポート

Web 検索ぎふ県民交流研修会

野球評論家山本浩二氏（前WBC監督）によ
る野球教室（講演と簡単な実技指導）の参加
者を募集します。※要申込・無料▲

とき／９月 21 日（土）10:00 ～ 11:30▲

ところ／飛騨高山ビッグアリーナ（高山市）▲

定員／200人（小中学生対象　先着順）▲
申込方法／申込先に電話▲
申込期限／９月 17 日（火）▲

申込先・問／県庁清流の国づくり推進課
　☎058（272）1836（受付：平日8:30～17:15）

食品表示や食物アレルギー対策な
ど、次期計画の内容について話し合
いましょう。※要申込・無料▲

ところ・とき（定員）／①県シン
クタンク庁舎（岐阜市）・10 月 22
日（火）（120 人）②西濃総合庁舎（大
垣市）・10 月 21 日（月）（50 人）③中
濃総合庁舎（美濃市）・11 月５日（火）
（50 人）④恵那総合庁舎（恵那市）・
10 月 29 日（火）（50 人）⑤飛騨総合
庁舎（高山市）・10 月 23 日（水）（50
人）　いずれも 13:30 ～ 15:00。▲

申込方法／申込書を郵送、FAX ま
たはメールで申込先へ（先着順）。申
込書は申込先で配布。ホームページ
からも入手可。

　▲ 申込先・問／県庁生活衛生課 
　☎058（272）8284　　 
　　058（278）2627
  　   c11222@pref.gifu.lg.jp
　〒500-8570（住所不要）

一流アスリートによるスポーツ教室

どこに相談していいのか分からない悩みや、複雑に絡み
合った生活課題について、「パーソナル・サポーター」が
寄り添いながら、一緒に解決の道を探していきます。
「仕事が見つからず生活が苦しい」「住む家がない」「多重
債務がある」といった悩みを抱えている方は、まずは気軽
にご相談ください。
※要予約

新たな地域活動や絆づくりを通じて次世代
の地域リーダーの育成を考える交流研修会
を開催します。※要申込・無料
（モーターボート拠出金実施事業）▲

とき／10月12日（土）10:30 ～16:30▲

ところ／羽島市文化センター　▲

定員／300人（先着順）　

▲

申込方法／申
込書を郵送、FAX またはメールで申込先へ。
申込書は申込先で配布。ホームページからも
入手可。

▲

申込期限／10月４日（金）　▲

申込先・問／県庁環境生活政策課地域安全室
　☎058（272）8205　　 058（278）2605
　　c11260@pref.gifu.lg.jp　
　〒500-8570（住所不要）

「清流の絆ぎふ県民交流
研修会」参加者募集！

多重債務無料相談会

職業紹介のほか、ジョブクラブ（面接対策などのグループ
セミナー）、企業 Cafe（マンツーマン企業説明会）など、毎
月定期的にイベントを行っています。また、生活相談（各
種貸付金制度の紹介など）、無料弁護士相談（多重債務、
給与未払いなどの雇用問題に限る）も行っています。
※いずれも要予約
名称 所在地 営業日時・電話

本所 県シンクタンク庁舎２階
（岐阜市薮田南5-14-12）

月～土 
9：00～18：00
☎058（278）1149

サテライト
ぎふ

アクティブＧ２階
（岐阜市橋本町1-10-1）

月～土 
9：00～18：00
☎058（214）3081

サテライト
たじみ

多治見駅前
プラザ・テラ４階
（多治見市本町1-2）

月～土 
10：00～19：00
☎0572（25）0057

※休業日／年末年始、日祝日

Web 検索岐阜県　食品の安全・安心

森林買収問題についての講演と、水
源林保全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／９月21日（土）13：30～16：00▲

ところ／ソフトピアジャパンセ
ンター　セミナーホール（大垣市）▲

定員／ 200 人（先着順）　▲

申込方法／申込書を郵送、FAXまた
はメールで申込先へ。申込書は申込先
で配布。ホームページからも入手可。

▲

申込先・問／県庁林政課
　☎058（272）8473　
　　  058（278）2702
　　  c11511@pref.gifu.lg.jp
　〒500-8570（住所不要）

Web 検索岐阜県水源地域保全条例

来てね
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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８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／ 2,054,349 人（593 人減）　　●世帯数 744,471 世帯（121 世帯増）　　
　　　　男／　993,014 人（334 人減）
　　　　女／ 1,061,335 人（259 人減）

※平成 25 年７月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

試　　　験
▲

試験日／ 10 月 26 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／ 10 月 1日（火）～ 10 月 11 日（金）　▲

問／国際園芸アカデミー教務係　☎0574（60）5250

国際園芸アカデミーマイスター科推薦入試

▲

試験日／エンジニア科推薦入試：11 月２日（土）、クリエーター
科一般入試１：11 月３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／ 10 月 9日（水）～ 23 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－平成 26 年度入学試験（第1回）

Web 検索森林文化アカデミー　入試

Web 検索国際園芸アカデミー　受験情報

▲

試験日／ 11 月９日（土）・10 日（日）　▲

試験場所／朝日大学（瑞穂市）▲

願書／県庁学校支援課で配布　▲

受付／９月２日（月）～９月 17 日（火）▲

問／県庁学校支援課　☎058（272）1111（内線 3699）

第２回高等学校卒業程度認定試験

▲

試験日／ 11 月 10 日（日）　▲

試験場所／岐阜県クリーニング会館（岐阜市）　▲

願書／県保健所（センタ－）、岐阜市保健所、県庁生活衛生課で配布▲

受付／ 9月 24 日（火）～ 10 月 4日（金）　▲

問／県庁生活衛生課　☎058（272）8281

クリーニング師試験

▲

試験日／ 11 月８日（金）　

▲

試験場所／岐阜県水産会館（岐阜市）▲

願書／９月３日（火）から県庁商工政策課、県振興局（事務所）で配布▲

受付／ 10 月１日（火）～ 10 月 15 日（火）　▲

受験料／ 8,000 円（県収入証紙）▲

問／県庁商工政策課　☎058（272）8386

砂利採取業務主任者試験

あきんど市・骨董市・青空市を開催。空くじなしの福引抽
選会をはじめ各種イベントを行います。▲

とき／９月21日（土）・22日（日）　▲

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」ありがとう感謝祭

県内の「食」「モノ」の出店コーナー、エンターテイナーによ
るパフォーマンス、ウォーキングイベントなどを行う「どう
さん楽市」を開催します。▲

とき／９月21日（土）10:30～15:00▲
ところ／ＪＲ岐阜駅北口駅前広場▲
問／日本イベント企画（株）　☎058（274）6334

「どうさん楽市」を開催！

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／９月20日（金）～10月11日（金）▲

問／県庁財政課　☎058（272）1130

オータムジャンボ宝くじの購入は県内で！

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）

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）

オディロン・ルドン≪神秘的な騎士、
あるいはオイディプスとスフィンクス≫
1892 年頃　ボルドー美術館蔵

19 世紀末、独創的な夢幻の世界を描
き出した画家オディロン・ルドン。
彼の芸術誕生の背景とその発展の
道筋をたどります。フランス・ボル
ドー美術館、岐阜県美術館のコレク
ションを中心に紹介します。▲
期間／ 9月 3日（火）～ 10 月 27
日（日）
※９月 20 日（金）、10 月 18 日（金）
は夜間開館日▲

料金／一般 1,000 円・大学生
800 円・高校生以下無料 

盲導犬・介助犬の実演見学、乗馬体験などいろいろな動
物とのふれあい体験ができます。▲

とき／９月 23 日（月・祝）10:00 ～ 15:00 ※雨天決行▲

ところ／モンデウス飛騨位山（高山市）▲

問／岐阜県獣医師会事務局　☎058（273）1111

みんな、みんな命の仲間だよ！！
動物愛護フェスティバル in 飛騨

障がい者に対する理解を深めるとともに、障がい者の自
立意欲を促進するため、県内の障がい者が制作した作品
の展示、授産製品の販売、福祉機器の展示、各種相談コー
ナーの開設などを行う福祉フェアを開催します。▲

とき／９月13日（金）～15日（日）
　10:00～ 18:00（15日は17:30まで）▲

ところ／マーサ 21　マーサスクエア（岐阜市）▲

主催：岐阜県、県身体障害者福祉協会、県知的障害者
支援協会　▲

問／県庁障害福祉課　☎058（272）8309

「岐阜県障がい者ふれあい福祉フェア」開催！

企画展「オディロン・ルドン　夢の起源」

　        調査へのご協力をお願いします。

　〈総務省統計局・岐阜県統計課・市町村〉　 ▲

問／県庁統計課　☎058（272）8184

平成25年住宅・土地統計調査 Web検索

平成 25 年 10 月１日


