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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1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、
　広報課へご連絡ください。

医療保険が適用されず、高額な医療費
がかかる不妊治療費用の一部を助成す
る制度があります。申請は治療 1 回
あたり 15 万円を限度に年間 2 回（初
年度 3 回）、通算 5 年間 10 回まで可
能です。助成には条件がありますので、
詳細はお問い合わせください。▲

24年度分申請期限／3月29日 (金 )▲

申請先／県内各保健所▲

問／保健医療課　☎ 058(272)8276

特定不妊治療費助成事業
（体外受精・顕微授精）

弁護士・司法書士が相談に応じます。▲

とき／ 2月16日 ( 土 )13:00 ～16:00▲

ところ／県民生活相談センター
　（ふれあい福寿会館（岐阜市））▲

相談・申込方法／
①面接相談　※要申込
　2月15日 ( 金 )までに申込先へ電話
　（先着 12 人） 
②電話相談　※申込不要
　当日の時間内に申込先へ電話▲

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

総合療育推進室　☎ 058(272)8279 　　特別支援教育課　☎ 058(272)8751

　昭和 49 年から利用している現在の建物は、老朽化と施
設の狭さから、学園の病院機能の充実や特別支援学校の
高等部設置などを求める声にお応えすることが困難な状
況です。このため、両施設を一体的に再整備し、障がい
児のための医療と教育（療育）の新拠点として、平成 27
年度中の供用開始を目指します。

▲

とき／いずれも 13：00 ～ 15：50
　2月　6日（水）・20 日（水）
　3月 13 日（水）・27 日（水）▲

ところ／県民生活相談センター
　（ふれあい福寿会館（岐阜市））▲

相談方法／面接　※要申込（事前に
　相談員が相談内容を聞き取ります）▲

定員／各日 8人（先着順）▲

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ゲートキーパー・クルー
養成講座

自殺の原因・動機には「うつ病」が
深くかかわっているといわれます。
うつ病に関する基礎知識や日常生活
での接し方、対応方法を学びます。
※要申込・無料▲

とき／2月18日（月）13:00 ～16:00▲

ところ／長良川国際会議場（岐阜市）▲

定員／300人（応募多数の場合は抽選）▲

申込方法／往復はがきに住所、氏名、
　性別、電話番号を記載し、申込先へ▲

申込期限／ 2月 12 日（火）
　※当日申込も可▲

申込先・問／岐阜県精神保健福祉協会
　☎ 058(273)5720
　〒500-8385 岐阜市下奈良 2-2-1　
　岐阜県福祉・農業会館

▲

対象／県内の介護福祉士養成校に進
学し、卒業後に県内の介護施設などで
働く意思のある人▲

貸付金額／月額 5 万円、入学準備金
20 万円、就職準備金 20 万円　※卒業
後、県内の介護施設などに 5 年以上勤
務すると、返還が全額免除となります。▲

問／県社会福祉協議会
　☎ 058(273)1111（内線 2538）
　高齢福祉課　☎ 058(272)8293

グリーンジャンボ宝くじの
購入は県内で！

販売額の約 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ます。

2 月 18 日（月）発売

希望が丘学園と
岐阜希望が丘特別支援学校を
一体的に再整備します

◆ 県立希望が丘学園

　障がい児のための病院・入園施設・通園施設と
いう 3つの役割を持つ、障がい児の支援拠点。
　約 30 人の入園児をはじめ、年間延べ 2 万人の
障がい児が治療や訓練を受けています。

◆２階／病室

◆園庭・屋外訓練場

◆１階／外来

◆１階／通園・相談・訓練

◆

◆
◆

◆

病床数を 53 床とし、受け入れ人数を約
20 人拡大
障がいの重度化に対応した医療設備の充実
発達障がい児専用の診察室、訓練室、親
子病室などを新設し、対応を強化
障がいの種別にかかわらず受け付ける総
合窓口の設置

★
★
★
★
★

受け入れ児童生徒数約 50 人→90 人
高等部（40人程度）の新設（平成28年 4月）
陶芸室や作業室などの特別教室の充実
ジャグジープールの新設
屋内運動場（体育館）の新設

★ 県立岐阜希望が丘特別支援学校

　肢体不自由のある児童生徒の教育拠点。
　希望が丘学園の入園児や岐阜地域などから通学
する小学部・中学部の児童生徒約 50 人が、授業
や生活指導など自立に向けた教育を受けています。

岐阜県介護福祉士等
修学資金貸付金（無利子）
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希望が丘学園と岐阜希望が丘特別支援学校の完成イメージ図

◆２階／発達障がい外来　　・検査・訓練・病室

所在地／岐阜市則武

★屋内運動場

★普通教室

★特別教室

★学びテラス



　　　　体験プログラム　　※要申込
ご当地グルメの食べ比べやプロに習う料理教室、
野菜収穫体験など、その土地でしか体験できな
いプログラムが盛りだくさんです。▲

とき／ 2月 10 日（日）～ 3月 3日（日）▲

ところ／長良川流域各地
※体験できる内容・日程は、場所によって異なります。
　お問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。▲
申込方法／申込先へ電話。ホームページから
　も申込可。▲

申込先・問／
　長良川まんぱく事務局　☎ 058(207)0022

　 　

日本自然科学写真協会写真展
自然を楽しむ科学の眼 2012－2013
プロの写真家や写真愛好家が撮影した動植物、
水中、天体、地形、風景、顕微鏡写真などの自
然写真・科学写真を展示します。自然の不思議
さや自然と人間との関わり、そして自然の大切
さが感じられる作品をご覧ください。
2 月 9日（土）～ 3月 17 日（日）
一般 320 円、大学生 110 円

※県博物館、県美術館、県現代陶芸美術館、高山陣屋、花フェスタ記念公園は、
　高校生以下の観覧料・入館料が無料。

キアゲハ（撮影　山本真吾）

就農・就業相談会「ぎふアグリチャレンジフェア2013」

Web 検索長良川まんぱく

岐阜県博物館
関市小屋名 1989（百年公園内）
☎ 0575(28)3111
休／月曜日（祝日の場合は翌平日）
開館時間／ 9:30 ～ 16:30

長良川まんぷく博覧会

行政と NPO・ボランティア団体が連携して、工
作や実験などの体験コーナー、ボランティア団
体の展示・相談コーナーなど、子どもからお年
寄りまで様々な世代が学び、楽しめる体験型イ
ベントを開催します。　　　　　　　※申込不要 ▲

とき／ 2月 23 日 ( 土 )　10:00 ～ 15:00　▲

ところ／ふれあい福寿会館（岐阜市）　▲

参加費／無料（材料費など一部有料）▲

問／人づくり文化課　☎ 058(272)8245

高山市出身で飛騨高山ヴィルトーゾオーケスト
ラの顧問も務める東京藝術大学准教授・トラン
ペット奏者の栃本浩規氏を中心に、同大教員お
よび学生約 30 人の金管楽器によるアンサンブル
コンサートを開催します。▲

とき／ 2月24日（日）
開演 13:00（開場 12:30）▲

チケット（全席自由）／
大人 2,000 円、高校生以下
1,000 円

▲

チケット販売／
飛騨・世界生活文化センター、高山市民文化会館▲

問／飛騨・世界生活文化センター
　☎ 0577(37)6111　高山市千島町 900-1

新たに就農を考えている
人を対象とした個別面談
方式の相談会およびセミ
ナーを開催します。
※要申込・無料▲

申込方法／2月28日（木）
までに申込先へ電話▲

申込先・問／
　農業経営課
　☎ 058(272)8421

可児会場

岐阜会場

Web 検索ぎふ清流ハーフマラソン

あなたの活動が 10,000 人のランナーとぎふの街を笑顔にする ボランティア
募集中！

岐阜県学寮・岐阜県学生会館　入寮者
県出身で、東京近郊の大学に平成 25 年 4 月に入学を予定する学生を対象
に、入寮者を募集します。▲

申込書／学寮、学生会館、人づくり文化課または県振興局・事務所で
配布　※申込書の郵送を希望する場合は、希望する学寮・学生会館へ直
接請求　

▲

問／人づくり文化課　☎ 058(272)8245

▲

住所／〒112-0006 東京都文京区小日向 1-18-11▲

面接日／高山会場…3月　2日（土）
　　　　　岐阜会場…3月　3日（日） 
　　　　　東京会場…3月 10 日（日）▲

申込期限／面接日の前日（必着）▲

申込先・問／岐阜県学寮　☎ 03(3947)1958

▲

住所／〒192-0904 東京都八王子市子安町 2-5-8▲

面接日／東京会場…3月 2日（土）・9日（土） 
　　　　　岐阜会場…3月３日（日）　　　　　▲

申込期限／面接日の 2日前（必着）▲

申込先・問／岐阜県学生会館　☎ 042(646)6561

東京藝術大学　
金管アンサンブルの夕べ

▲

とき／ 3月 3日（日）▲

ところ／可児市文化創造センター
[ 相談会 ]　10:30 ～ 15:30　

▲

とき／ 3月 10 日（日）▲

ところ／ふれあい福寿会館
[ 相談会 ]　10:30 ～ 15:30　
[セミナー ]　①10:30 ～ 12:00　
　　　　　②13:30 ～ 15:00 

2月9日（土）～3月3日（日）

広報テレビ番組　
ぎふ県政ほっとライン２月

ぎふチャン
第 1・3水曜日　18:00 ～
　　　放送直後の日曜日……　7:45 ～ 
　　　　　第 2・4水曜日……18:00 ～
再放送

　　　　オープニングイベント
ご当地グルメが大集合します。▲

とき／ 2月 9日（土）11:00 ～ 15:00　▲

ところ／信長ゆめ広場（ＪＲ岐阜駅北口）

公益財団法人
岐阜県学寮

　募集人数
　男子 35 人

公益財団法人濃飛会
岐阜県学生会館

　募集人数

　男子 19 人

　女子 13 人

長良川流域のおいしい恵みと、
岐阜ならではの食の体験が集合！

●県の人口／ 2,064,044 人（844 人減）　●世帯数 743,641 世帯（26 世帯増）　　
　　　　男／    998,189 人（300 人減）
　　　　女／ 1,065,855 人（544 人減）

※平成 24 年 12 月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較


