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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12月3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。

地域コミュニティの
再生・活性化を応援します！

福祉の仕事就職総合フェア
福祉・介護の仕事に就きたい人を対
象に、就職セミナーおよび就職合同
説明会（面談会など）を開催します。
※申込不要・無料▲

とき／ 2月 11 日（月・祝）
　[ 就職セミナー ] 12:00 ～ 13:30　
    [ 就職合同説明会 ] 13:00 ～ 16:00▲

ところ／岐阜市文化センター　▲

問／県福祉人材総合対策センター
（県社会福祉協議会）☎ 058(276)2510

地域を守る防災リーダー
消防団員

消防団員は、普段はほかに職業を持ち

ながら、災害時には消火・救助活動をし、
平常時には訓練や災害予防活動などを
する非常勤特別職の地方公務員です。
大学生や女性も活躍しています。地域
の安全・安心を守るため、皆さんの力
をぜひお貸しください。▲

募集期間／ 1～ 3月▲

問／居住地（または勤務地）の市役
所・町村役場あるいは消防署

　少子高齢化の急速な進展や社会環境の変化に伴い、
一人暮らしの高齢者の増加や地域を支える現役世代
の減少、人間関係の希薄化など、地域を取り巻く環
境は大きく変化しつつあります。
　こうした中、皆さんが安全に安心して暮らせるよ
う、地域とのつながりを持ち、世代を越えて互いに
支え合う必要性が高まっています。

健康づくりに取り組む高齢者グループ
の活動発表および高齢者の生きがいづ
くりに関する講演会を開催
します。　※要申込・無料▲

とき／ 2 月 13 日（水）
13:00 ～ 16:00

▲

ところ／
羽島市文化センター

▲

定員／ 300 人
（先着順）

▲

申込方法／申込先へ電話▲

受付／ 1月 7日（月）～▲

申込先・問／高齢福祉課
　☎ 058(272)1111（内線 2594）

観覧者

募　集

高次脳機能障がいフォーラム
高次脳機能障がいの特性や支援方法
について、国立障害者リハビリテーショ
ンセンター学院長の中島八十一氏を講
師に迎え、講演会を開催します。
※申込不要・無料▲
とき／ 1 月 26 日（土）　10:00 ～ 15:00▲
ところ／ふれあい福寿会館（岐阜市）▲

定員／ 150 人▲

問／県精神保健福祉センター
　☎ 058(273)1111 （内 2254）

程度）があります。※謝礼はありません▲

活動期間／ 6 月～平成 26 年 2 月末▲

応募資格／県内在住で満 20 歳以上
（4 月 1 日現在）の方

▲

定員／ 130 人▲

申込方法／応募用紙に必要事項を
記入し、郵便、FAX またはメールで
申込先へ（応募用紙は、生活衛生課、
県保健所・センターで配布。ホーム
ページからも入手可）

▲

期限／ 3 月 22 日（金）（消印有効）▲

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

Web 検索岐阜県食品表示

岐阜県食品表示ウォッチャー
食料品販売店で消費者の目線で食品
の表示状況を確認し、県に報告して
いただく方を募集します。
事前に食品表示に関する研修（2 時間

　　　疾患ごとに毎月開催します。
　　　※要申込・無料
●1月 24 日（木）…ＳＬＥ、多発性筋炎、
リウマチなど膠原病内科疾患
◇担当／加藤　賢一氏（藤田保健衛生
大学病院）
●2月26日（火）…特発性間質性肺炎、
慢性気管支喘息など呼吸器科疾患　　
◇担当／安藤　守秀氏（大垣市民病院）▲

申込先・問／難病生きがいサポート
センター　☎･　　058(252)3567

難病医療電話相談

岐阜県お元気自慢発表会
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地域の高齢者を送迎する
住民ボランティア

「若葉台支援センター」がオープン

地域の絆づくり
重点推進モデル事業
地域の絆づくり

重点推進モデル事業
地域の絆づくり

重点推進モデル事業

　平成　　年度のモデル地域に指定された可児市若
葉台では、昨年　　月に地域住民の支え合い活動の
拠点「若葉台支援センター」がオープンしました。

　約 70 人がボランティア登
録し、地域住民の買い物や
通院などの送迎、ゴミ出し
や草刈りなど、日常の困り
ごとを手助けしたり、相談
に乗ったりしています。

住民同士が
支え合う仕組みづくり
地域支え合いセンター
設置・運営支援

地域の課題解決の支援
専門家や県職員などの
サポートチーム派遣

地域の担い手の
発掘・育成

地域活動への参加を促す
出前講座の開催社会的孤立の

防止・解消
絆コーディネーター

の養成

地域安全室　☎ 058(272)8205
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　県では、県民の皆さんが地域で互いに支え
合い、安全に安心して暮らせる地域コミュニ
ティの再生・活性化を目指し、「地域の絆づく
り重点推進モデル事業」を通じて地域の絆づ
くりを総合的に支援しています。

地 域 の 絆 づ く り



水族館ならではのオリジナルグッズを制作する
「ものづくりワークショップ」を開催しています。
1・2 月は水族館の生き物を題材として、小さな
凧（たこ）を作ります。▲

とき／ 2 月 24 日までの土・日・祝日　12:00 ～
16:00

▲

料金／入館料 ＋200 円（材料代）　▲

入館料／大人 1400 円、中高生 1100 円、小学
生 750 円、幼児 370 円

▲

問／アクア・トトぎふ
☎ 0586(89)8200　各務原市川島笠田町 1453

体感アート＠県美 .com（ケンビドットコム）
美術館が点（ドット）の集積になる展覧会。
工芸・芸術活動集団「工房しょうぶ」による
ヌイプロジェクト、アボリジニ美術や現代美
術、子どもたちの美術など、ドットの作品が
集合。時代やジャンルを超えた幅広い視点で
アートを身近に体験できます。
　　　1月 22 日（火）～ 5月 6日（月・振休）
　　　一般 500 円、大学生 400 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。

▲

試験日／ 3月 29 日（金）

▲

出願期間／ 3月 5日（火）～ 3月 28 日（木）
○学校説明会　※要申込

▲

とき／ 1 月 27 日（日）、2 月 10 日（日）いず
れも 13:20 ～

▲

ところ／飛騨高山高校・岡本校舎（高山市）▲

申込先・問／飛騨高山高校　☎ 0577(32)6013

県立飛騨高山高校　平成 25年度通信制課程入学者選抜

▲

試験日／ 2月 13 日（水）

▲

出願期間／ 1月 15 日（火）～ 2月 1日（金）▲

資格／高校卒業以上

▲

試験内容／面接、小論文、実技検査▲

問／多治見工業高校　☎ 0572(22)2351

県立多治見工業高校専攻科（陶磁科学芸術科）
平成 25年度入学者選抜（一般選抜）

▲

試験日／ 4月 3日（水）

▲

出願期間／ 3月 4日（月）～ 28 日（木）
○学校説明会　※要申込

▲

とき／1月24日（木）、2月10日（日）、18日（月）、
3月22日（金）いずれも14:00～16:00

▲

ところ／華陽フロンティア高校（岐
阜市）

▲

申込先・問／華陽フロンティア高校　☎ 058(275)7185

県立華陽フロンティア高校　平成 25年度通信制課程入学者選抜

試　　　験

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

●県の人口／ 2,064,888 人（  52 人減）　●世帯数 743,615 世帯（650 世帯増）　　
　　　　男／    998,489 人（137 人増）
　　　　女／ 1,066,399 人（189 人減）

※平成 24 年 11 月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

野間口桂介
（1976 年～）
[ 手刺繍 ] 綿シャツ＋ミクストメディア（500×450ｍｍ）

世界淡水魚園水族館　アクア・トト ぎふ

動物ミニカイトをつくろう！

個人住民税の給与天引き　　　　　は、所得税
を源泉徴収している事業主に義務付けられてい
ます。ご理解とご協力をお願いします。　　　▲

問／　　　　☎ 058(272)1111（内線 2194）
　　　市町村課☎ 058(272)1111（内線 2371）
　　　県内市町村の住民税担当課

個人住民税の給与天引きに
ご協力をお願いします

岐阜県警察就職説明会

シドニー五輪金メダリストの
高橋尚子さんがコースを監修
した「第 3 回高橋尚子杯ぎふ

清流ハーフマラソン」が 5 月 19 日（日）に開
催されます。この大会を支えるボランティアを
募集します。▲

受付／ 1月 15 日（火）～ 3月 29 日（金）▲

募集人数／ 2,000 人（先着順）

▲

活動内容／参加者受付、催事運
営補助、大会運営補助など

▲

申込方法／申込用紙に必要事項を記
入し、郵送または FAX で申込先へ送付（募集要項兼申込用紙は、
岐阜県庁、岐阜市役所南庁舎、岐阜メモリアルセンター、岐阜中
日ビルに設置。大会ホームページからもダウンロード可）

▲

申込先・問／
　高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソンボランティア事務局
　☎ 058(265)0196　　　058(265)9398
　〒500-8875　岐阜市柳ケ瀬通 1-12　岐阜中日ビル　階 　　　
　中日新聞岐阜支社事業課内

Web 検索ぎふ清流ハーフマラソン

ボランティア
募　集

警察広報犬
ソレイユです

投票時間／ 7:00 ～ 20:00
※一部の投票所では異なる場合があります。

○期日前投票／１月 11 日（金）～ 26 日（土）
　　　　　　　原則として 8：30 ～ 20：00
※詳しくは、お住まいの市町村選挙管理委員会に
　お問い合わせください。▲

問／県選挙管理委員会　☎ 058(272)8106

税 務 課 　

（特別徴収）

警察官との対談や警察車両・各種施設の
紹介、採用試験の説明などを行います。※要申込▲

ところ・とき／いずれも13:30～16:30(受付13:00～）
警察学校　（関　市）　…2月6日（水）、3月7日（木）
警察本部（岐阜市）…▲

定員／各日 50 人

▲

対象／ 4 年制大学卒業また
は卒業見込み者

▲

受付／ 1 月 17 日（木）から各
開催日の前日まで

▲

申込方法／申込先へ電話（定
員になり次第、締切）

▲

問／警察本部警務課
☎ 058(271)2424（内線 2633）

2月23日（土）

6

●岐阜県消費者施策推進指針ー平成25年度版ー（案）

●岐阜県消費生活条例改正（案）

●平成25年度岐阜県食品衛生監視指導計画（案）

意 見 募 集
　パブリックコメント

※募集開始に合わせて、
　内容をホームページに掲載します。

県の政策・制度等（案）について、
皆さんのご意見をお聞かせください。 問／環境生活政策課　☎ 058(272)8204

問／環境生活政策課　☎ 058(272)8204

問／生活衛生課　　　☎ 058(272)8280

想いをかたちに　はたちの献血

1月 1日～2月28日

はたちの献血キャンペーン

Web 検索岐阜県民意見募集


