
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７月５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。

　今年度から「災害から命を守る岐阜県民運動」を実施しています。皆さんは、
災害から命を守るためにどのような取り組みをされていますか？この運動で
は、今年度から３年間、「命を守るためのとっさの行動」に絞って啓発を進
めていきます。「いざ」というときに備え、地域で行われるさまざまな訓練に
参加しましょう！

「災害から命を守る岐阜県民運動」を推進中！

　県庁危機管理課　☎058（272）1121

夏休み特集！

個人事業税の第１期分の納期限は、９月２日（月）です

○夏だ！自由研究塾
小学生の研究発表展示のほか、自分に合った自由研究が
見つかるチャートやガイドペーパーもあり。自由研究の
ヒントが見つかります。▲

とき／９月 24 日（火）まで▲

ところ／アクア・トト ぎふ（各務原市）▲

入館料／大人1,400円、中高生1,100円、小学生750円、
　　　　　幼児（３歳以上）370 円▲

問／世界淡水魚園水族館アクア・トト ぎふ 
　☎0586（89）8200

○日本昭和村の夏祭り
「ジャブジャブ池の宝探し」「ひんやりスイーツ」など、涼
しいイベントが盛りだくさん！▲

とき／９月１日（日）まで▲

ところ／平成記念公園日本昭和村（美濃加茂市）▲

入園料／中学生以上 800 円（65 歳以上 600 円）、４歳
～小学生 400 円　※８月 10 日（土）～８月 15 日（木）
は 21 時まで営業。18 時から入園無料。▲

問／日本昭和村　☎0574（23）0066

○河川環境楽園　夏の楽園祭 in 川島
「マスのつかみ取り」「渓流スライダー」など、ご家族、お友
だちと楽しめる各種イベントを開催。▲

とき／９月１日（日）まで▲

ところ／河川環境楽園（各務原市）▲

入園料／無料 ※有料イベントあり▲

問／河川環境楽園　自然発見館 ☎0586（89）7022

Web 検索岐阜県育樹祭

Web 検索災害から命を守る岐阜県民運動

平成 27 年に岐阜県で開催予定の「第 39 回全国育樹祭」の①大
会テーマと②シンボルマークを募集します。▲

応募方法／①育樹祭の開催をわかりやすく表現した大会テー
マ（標語）をはがきに記入。 ②育樹祭を絵で表現したシンボル
マークを A４サイズの白紙にカラーで描き、作品の趣旨（100
字程度）を裏面に明記。
　それぞれ、用紙１枚に１作品とし、応募先に郵送・宅配便また
は持込。住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、職業または学校名
（学年）、電話番号を明記。▲

締切／９月 13 日（金）　※詳しくは県ホームページ掲載の募
集要領をご覧ください。

▲

応募先・問／県庁恵みの森づくり推進課　☎058（272）8462
　〒500-8570（住所不要）

お近くの金融機関で納期限までに納めてください。便利で確実
な口座振替による納税もできます。口座振替の手続きは県税事
務所へ。▲

問／県庁税務課　☎058（272）1111（内線 2198）

第39回全国育樹祭の大会テーマなどを募集！

９月から11月にかけて、県内の大学、高校、
特別支援学校などへ地震体験車を派遣する
「地震体験車リレーキャラバン」を実施しま
す。地域で開催される防災訓練や各種イベ
ントへも派遣予定です。

８月31日（土）に南海トラフ巨大地震、続いて９月１日（日）に阿寺断層地震
（内陸型地震）の発生を想定し、「命を守る訓練」と「想定外の事態への対処
訓練」を実施します。また、下呂市と中津川市では住民参加の現地訓練を実
施します。

総合防災訓練

シェイクアウト訓練（ぎふシェイクアウト）※ 地震体験車リレーキャラバン

▲地震
　体験車

専門の医師による電話相談を毎月開催。※要事前申込・無料▲

８月29日（木）・特発性血小板減少性紫斑病、再生不良性貧血
などの血液疾患　

▲

担当／高橋健氏（岐阜市民病院）▲

９月19日（木）・間脳下垂体機能障害、バセドウ病、橋本病などの
内分泌疾患　

▲

担当／諏訪哲也氏（岐阜大学医学部附属病院）▲

申込先・問／難病生きがいサポートセンター　
　☎･　  058（214）8733

難病医療電話相談

安全行動の１－２－３

①ドロップ：まず低く！
②カバー：頭を守り！
③ホールド・オン：動かない！

ドロップ! カバー ! ホールド・オン!

安全行動の１－２－３

①ドロップ：まず低く！
②カバー：頭を守り！
③ホールド・オン：動かない！

ドロップ! カバー ! ホールド・オン!

８月31日（土）午前 10 時から１分間、自宅・学校・職場・外出先などで実
施します。防災週間（８月30日～９月５日）を含む前後２週間程度の間に
独自に実施することも可能です。参加申込方法は、防災課ホームページをご

※シェイクアウト訓練とは、①指定され
た日時に②地震から身を守る安全行
動 1-2-3（図）を③各人がいる場所で
１分間一斉に行う防災訓練のこと。
2008 年にアメリカで始まった新しい
形の地震防災訓練です。

覧ください。
Web 検索ぎふシェイクアウト
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●県の人口／ 2,054,942 人（888 人減）　　●世帯数 744,350 世帯（138 世帯増）　　
　　　　男／　993,348 人（404 人減）
　　　　女／ 1,061,594 人（484 人減）

※平成 25 年６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 10 日（日）　

▲

試験場所／岐阜大学（岐阜市）▲

願書／県庁情報公開総合窓口または県各振興局（事務所）で配布▲

受付／８月５日（月）～９月６日（金）　

▲

受験手数料／ 7,000 円▲

問／行政書士試験研究センター ☎03（3263）7700

行政書士試験

▲

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）～ 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／ 10 月 11 日（金）　

▲

試験場所／岐阜県水産会館（岐阜市）▲

願書／県庁商工政策課、県振興局（事務所）で配布▲

受付／９月２日（月）～ 17 日（火）　

▲

受験料／ 8,000 円（県収入証紙）▲

問／県庁商工政策課 ☎058（272）8386

採石業務管理者試験

岐阜県独自の創作オペラを地域住民が中心になって
公演します。８月26日（月）から、ふれあい福寿会館、
岐阜県教育文化財団、飛騨市文化交流センターでチ
ケット販売開始！▲

とき／11月16日（土）・17（日） 13:30開演▲

ところ／飛騨市文化交流センター（飛騨市）▲

定員／各日500名　▲

料金／一般2,000円、高校生以下1,000円▲

問／岐阜県教育文化財団　☎058（277）1139

第６回ひだ・みの創作オペラ公演

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）

▲
とき／９月～平成 26 年１月の第２・４土曜日（全９回・42 時間）▲
ところ／岐阜市周辺　

▲

定員／ 20 人（先着順）　▲

料金／ 2,500 円（テキスト代など）▲

申込方法／申込書（申込先で配布）を郵送または FAX で申込先へ▲

申込期限／８月 30 日（金）▲

申込先／岐阜盲ろう者友の会　〒500-8384 岐阜市薮田南 5-14-53
　ふれあい福寿会館岐阜県聴覚障害者情報センター内　    058（275）7709▲

問／県庁障害福祉課 ☎058（272）1111（内線 2613）、または岐阜盲ろ
う者友の会☎058（247）7321（午後８時以降に応対）

盲ろう者通訳・介助者養成講座

警察官との対談、警察車両等の見学、採用試験対策など。※要申込・無料▲

とき・ところ・定員／
　８月７日（水）・多治見警察署・40 人
　８月８日（木）・高山警察署・40 人
　８月 10 日（土）・岐阜県警察本部・100 人（いずれも先着順）　▲

申込方法／申込先に電話▲

申込先・問／岐阜県警察本部警務課 ☎058（271）2424（内線 2633）

岐阜県警察就職説明会の開催

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）

日根野作三「自画像茶碗」　　
多治見市美濃焼ミュージアム蔵

日根野作三と薫陶を受けた 7人
陶磁器デザイナーとして戦後のクラフトデザインに大きな足
跡を残した日根野作三と、その影響を強く受けた美濃の作家・
デザイナーを紹介します。▲

期間／８月 10 日（土）～平成 26 年１月 13 日（月・祝）　▲

料金／一般 320 円、大学生 210 円、高校生以下無料

ジャズ、ロック、クラシックの影響を受け、ジャン
ルを超越した楽曲を生み出す「ピアノ界の革命児」
中村天平のピアノコンサート。かつてないスピー
ド、パワー、テクニックで聴くものを震撼させる衝
撃のピアニズム。▲

とき／９月 14 日（土）15:00 開演▲

ところ／サラマンカホール（岐阜市）▲

料金／ S席 2,000 円、A席 1,000 円▲

問／ふれあい福寿会館２階サービスセンター
　☎058（277）1110

天平ピアノコンサート
～作曲家・天平の音物語～

▲

不登校、学習、進路など教育全般の相談。
　　0120（745）070（月～金 8:30 ～17:15 祝日、年末年
始を除く）※携帯電話からはご利用になれません。▲

いじめに関する悩みの相談。
　　0120（740）070（24 時間対応）▲

問／岐阜県総合教育センター ☎058（271）3328

教育相談ほほえみダイヤル・
いじめ相談 24

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。※無料・要申込（開催日前日まで） ▲

ところ：とき／
　可茂総合庁舎：８月９日（金）・９月13日（金）
　多治見市役所：８月15日（木）・９月５日（木）・
　　　　　　　　19日（木）
　飛騨総合庁舎：８月28日（水）・９月25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

協賛の宿では「特別宿泊プラン」を販売中。協賛施設ではクーポン券でさま
ざまな割引・特典が受けられます。さらに、岐阜県、富山県を訪れた人から
抽選で 47 人にペア宿泊券が当たります。ほかにも素敵なプレゼントをご用
意。この夏、岐阜と富山を旅してみてはいかが？ ※クーポン券はこちらから 

▲

キャンペーン実施期間／９月30日（月）まで▲

問／岐阜県観光連盟 ☎058（275）1480、富山県観光連盟 ☎076（441）7722

「清流の国ぎふとキトキト富山
ぐるっと旅キャンペーン」実施中！

Web 検索ぎふの旅


