
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６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。

　県民の皆さんの清流への関心と理解を深め、清流の保全活動への
参加意欲を高めようと、県では、水に親しむ機会が多くなる７月を「清
流月間」としています。今年も県内各地で清流にかかわるさまざまな
活動が行われますので、ぜひご参加ください。

７月は岐阜県の「清流月間」
清流を守り、活かし、伝えていくことで
ぎふの清流を未来へ！

　県庁自然環境保全課　 
　☎058（272）1111（内線 2697）

清流月間の主な取り組み

かけがえのない
私たちの清流を
大切にしましょう！

夏休み特集！
○ふれあい
　サマーフェスティバル 2013
毎年恒例の楽しい夏祭り。野外ステージや屋台、
親子で楽しめる体験教室などを開催します。▲

とき／８月１日（木）・２日（金）の15:00～ 21:00▲

ところ／ふれあい福寿会館（岐阜市薮田南5-14-53）▲

料金／無料（一部有料）　▲

問／ふれあい福寿会館　☎058（277）1111

○花フェスタ記念公園
　キッズサマー
夏限定で、水遊び広場が登場！その他、親子で参
加できる体験型イベントなども開催します。▲

とき／７月 20 日（土）～８月 25 日（日）　▲

ところ／花フェスタ記念公園（可児市）　▲

料金／大人 500 円、高校生以下無料　▲

問／花フェスタ記念公園　☎0574(63)7373

○夏休み こどもけいさつ
　フェスティバルの開催
いろいろな警察活動を体験できる楽しいイベン
トです。※参加自由（予約不要）
○鑑識活動体験　○こども用警察官制服の試着
○警察音楽隊の演奏　など▲

とき／７月 27 日（土）10:00 ～ 14:00　▲

ところ／岐阜県警察本部（岐阜市薮田南 2-1-1）▲

問／警察本部広報県民課広報係　
　☎058（271）2424

Web 検索ぎふの田舎へいこう

Web 検索清流ミナモの未来づくり

Web 検索岐阜県　森林・環境税

清流月間に行われる活動情報は
ホームページでご覧いただけます。

Web 検索清流月間

岐阜県農林漁業体験施設では、「旬の夏野菜の収穫」や「魚のつかみ取
り」、「農家民宿でのお泊り体験」など、豊かな自然や農林漁業を満喫で
きるメニューをご用意しています。施設をご利用のうえ応募いただい
た方の中から抽選で 50 人に県産品などをプレゼントします。

▲

期間／７月 19 日（金）～９月 30 日（月）▲

応募先・問／県庁農村振興課　☎058（272）8460

清流の国ぎふ森林・環境税を活用した事業地などを巡る、親子バスツ
アーを開催します。※要申込・無料▲

とき／８月20日（火）（飛騨総合庁舎発着）　８月22日（木） （県庁発着）▲

ところ／県内各地（森林整備地、アクア・トトぎふ、岐阜大学　ほか）▲

定員／各 40 人（抽選）▲

受付／７月 10 日（水）～８月８日（木）　▲

問／県庁恵みの森づくり推進課　☎058（272）8472

ぎふの田舎へいこう！キャンペーン2013

「森林・環境税」知ってなっとく！
親子バスツアー参加者募集！

清流ミナモ

清流をたどりながら、森・川・海の自然に触れて学ぶ親子ツアー。
　★小坂の滝をめぐる御嶽山麓の自然、源流体験（飛騨川上流）
　★百年杉の森を流れるうなぎ伝説の清流「粥川」の沢登り（長良川上流）
　★河川環境楽園の生き物観察会と水族館の裏側体験（木曽川中流）
　★乗鞍岳畳平の自然を保全活動で学ぶ環境ウォーキング（飛騨川・宮川上流）

「清流を『守ろう』『活かそう』『伝えよう』」を合言葉に、企業、団体、学校、市町村
などによる清流の保全活動を広く募集し、活動情報をホームページなどで発信。

清流の国ぎふシンポジウム「森林を未来につなぐ人づくり」　
　７月17日（水）12:45 ～ 15:00　美濃市文化会館（美濃市）
　基調講演：農林水産事務次官  皆川芳嗣氏
　トークセッション：県立森林文化アカデミー学長  涌井史郎氏　ほか

清流の国ぎふ上下流交流ツアーの開催

清流ミナモの未来づくり

シンポジウムの開催

▲川の
　生きもの観察

沢登り体験

▲
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●県の人口／ 2,055,830 人（314 人増）　　●世帯数 744,212 世帯（1,535 世帯増）　　
　　　　男／　993,752 人（363 人増）
　　　　女／ 1,062,078 人（  49 人減）

※平成 25 年 5月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

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 ただし入場は 20:30 まで

佐々木 豊　「アトリエにて」　（2006 年）
画布にクレパス　38.5×45.5cm
笠間日動美術館所蔵

Web 検索岐阜県職員採用

▲

第一次試験日／９月 29 日（日）　▲

試験場所／岐阜市　※一部試験は多治見市、高山市でも実施　▲

試験案内／７月 12 日（金）から人事委員会事務局、各振興局（事務所）、東京
事務所、県総合人材チャレンジセンターで配布。郵便での請求可。
ホームページからも入手可。※受験資格などの詳細は必ず試験案内で確認

▲

受付／８月２日（金）～ 20 日（火）　▲

問／人事委員会事務局　☎058（272）8796

県職員採用試験（短大・高校卒程度等）

▲

試験日／ 10 月 20 日（日）　

▲

試験場所／受験申込受付の際に指定▲

試験案内／岐阜県宅地建物取引業協会、県庁建築指導課などで配布▲

受付／ [郵送 ]７月１日（月）～31日（水）当日消印有効　[インターネット]
７月１日（月）～ 16 日（火）　※詳細は http://www.retio.or.jp ▲

問／岐阜県宅地建物取引業協会　☎058（275）1171

宅地建物取引主任者資格試験

▲

第一次試験日／９月 22 日（日）　

▲

試験場所／岐阜市、多治見市、高山市▲

受験資格／昭和 57 年４月２日～平成８年４月１日生まれ　※高卒程度（男
性・女性）、大卒程度（男性）　

▲

試験案内／警察本部、警察署、交番などで配布　▲

受付／８月２日（金）～ 20 日（火）　▲

問／警察本部警務課　☎058（271）2424（内線 2633）

警察官採用試験

近代の巨匠から現代の作家まで　クレパス画名作展

「自然と人間」をメインテーマに、文芸作品を募集
します。　▲

部門／創作（小説・児童文学）、随筆、詩、短歌、俳
句、川柳、狂俳、連句、飛騨美濃じまん▲

申込方法／９月 30 日（月）までに申込先へ郵送
または持参▲

申込先・問／岐阜県教育文化財団　
☎058（277）1139　
〒500-8384　岐阜市薮田南 5-14-53 ふれあい福
寿会館 第２棟９階

クレパスは馴染み深い画材ですが、戦後の洋画壇を彩った有名
画家から、新しい描法に挑戦する現代の画家まで、さまざまな
画家がクレパスを使って作品を描いています。バラエティー豊
かなクレパス画の名作を紹介します。

▲

期間／７月 10 日（水）～８月 25 日（日）　
　※７月 19 日（金）、８月 16 日（金）は夜間開館日▲

料金／一般 700 円、大学生 500 円、高校生以下無料

第 22 回岐阜県文芸祭作品募集！

試　　　験

保育士有資格者を対象として、就職に向けた研修を開催します。※要申込・無料▲

とき／８月 10 日（土）・11 日（日）　

▲

ところ／わかたけ保育園（大垣市）▲

定員／20人程度（抽選）　

▲

申込方法／7月31日（水）までに申込先へ電話▲

申込先・問／岐阜県保育研究協議会　☎058（273）1111（内線 2517）

保育士就職チャレンジ研修

ぎふチャン（8ｃｈ）の地デジ・データ放送で、
県広報がご覧いただけます。▲

見かた／①ぎふチャンをご覧のときにリ
モコンの＜ｄ＞ボタン（データ放送）を押す。
②リモコンの上下左右ボタンで、画面上の
『岐阜県からのお知らせ』ボタンに移動して、
リモコンの＜決定＞ボタンを押す。

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）

県内での就農希望者などを対象として、農業の基
礎技術を講義・実習で学ぶ研修の受講生を募集し
ます。※要申込・無料　▲

とき／９月２日（月）～平成26年１月10日（金）▲

ところ／農業大学校（可児市坂戸 938）　▲

定員／ 10 人程度（面接あり）▲

申込方法／７月８日（月）～８月７日（水）に申込
先へ電話　▲

申込先・問／農業大学校　☎0574（62）1226

「農業で夢再発見研修」受講生募集！

県の教育・訓練機関の説明、入学案内などを行います。　
○国際たくみアカデミー　※申込不要・無料▲

内容／校内施設の見学、各科紹介、入試案内、個別相談など　▲

とき／７月 21 日（日）13:30 ～ 15:30　▲

ところ／国際たくみアカデミー（美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 3545-3）　▲

問／国際たくみアカデミー　☎0574（25）2423

○農業大学校　※申込不要・無料▲
内容／学校説明、施設案内　▲
とき／７月 27 日（土）・28 日（日）・８月 18 日（日）・19 日（月）
　　　　いずれも 10:00 ～ 15:00▲

ところ／農業大学校（可児市坂戸938）　

▲

問／農業大学校　☎0574（62）1226

○国際園芸アカデミー　※要申込・無料▲

内容／学校説明、入試説明、施設案内、体験授業　▲

とき／８月４日（日）・５日（月）　いずれも 10:30 ～ 15:00　▲

ところ／国際園芸アカデミー（可児市塩 1094-8）　▲

申込方法／ 7月 31 日（水）までに申込先へ電話▲

申込先・問／国際園芸アカデミー教務係　☎0574（60）5250

オープンキャンパスのご案内


