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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11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、
　広報課へご連絡ください。

就職や転職を希望する若年者（学生を
含む）を対象に、県内企業約 70 社に
よる合同企業説明会を開催します。
就職・転職相談にも応じます。
※申込不要・無料・入退場自由▲
とき／ 12月 15日（土）13:00 ～ 17:00▲

ところ／岐阜市文化センター▲

問／（公財）県産業経済振興センター
　☎ 058(277)1089

しごと発見フェア
（合同企業説明会）

「みんなで築こう人権の世紀」をテーマ
に、FC岐阜の選手を「1日人権擁護委員」
に迎え開催します。　※申込不要・無料▲

内容／選手のサイン会、全国中学生
人権作文コンテスト岐阜県大会表彰式
および朗読、パネル展示など▲

とき／ 12月15日（土）10:00 ～ 18:00▲

ところ／マーサ 21（岐阜市）　1Ｆ　
マーサスクエア

▲

問／人権施策推進課
☎ 058(272)8250

人権啓発フェスティバル inぎふ

交通事故巡回相談
交通事故による過失割合や損害賠償
など、さまざまな相談に応じます。
※無料・要申込（開催日前日まで） ▲

とき・ところ／
いずれも10：00 ～ 15：00
○12 月 14 日（金）可茂総合庁舎　
○12 月 20 日（木）多治見市役所　

○12 月 26 日（水）飛騨総合庁舎　
○平成 25年 1月 11 日（金）可茂総合庁舎▲

相談方法／面接▲

申込先・問／県民生活相談センター
　☎ 058(277)1001　
※巡回相談以外にも相談に応じています。

し、福祉などの専門機関と連携して
支援する方法を、事例演習を通じて
学びます。　　　　　※要申込・無料▲

対象／見守り活動など地域の支え合
い・助け合い活動をしている人▲

とき／平成 25 年 1 月 26 日（土）
13：00 ～ 16：30

▲

ところ／市橋コミュ
ニティセンター（岐阜市）

▲

定員／ 40 人▲

申込期限／平成25年1月10日（木）▲

申込方法／申込書を申込先へ郵送、
FAX またはメール※申込書は地域安
全室、県振興局・事務所福祉課で配布。
ホームページからも入手可

▲

申込先・問／地域安全室
　☎ 　058(272)8205　　 058(278)2605 
　　　c11260@pref.gifu.lg.jp 　　　　
　〒500-8570（住所不要）

絆コーディネーター養成講座
地域で孤立している人を早期に発見

Web 検索絆コーディネーター

男女共同参画プラザ
男女が共に自分らしく生きられるよ
う、さまざまな悩みの相談に応じて
います。　　　　　　　　　　※無料

　 　 　 　 　

　　

　　一般電話相談
　　日曜～木曜、第 1・3土曜
　　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
　　男性専門電話相談
　　男性の相談に男性相談員が対応
　　第 2・4金曜　 17:00 ～ 20:00
　　専門面接相談　※要申込
　　○法律相談
　　　第 2・4水曜 13:00 ～ 16:00
　　○こころの相談
　　　第 1・3木曜 13:00 ～ 16:00▲

問／県男女共同参画プラザ
　☎ 058(214)6431

☎ 058(278)0858
（専門面接相談の申込も受け付けます）

　「ぎふ清流国体・ぎふ清流大会」は、ぎふ清流国体で天皇杯（男女総合優勝）・
皇后杯（女子総合優勝）を、ぎふ清流大会で　　個のメダルをそれぞれ獲得する
など、歴史に残る大会として大成功のうちに終了しました。
    県では、県民の総力を挙げて取り組んだこの経験と成果を次世代に引き継ぎ、
「清流の国ぎふ」の未来づくりに生かしていきます。

　　　　　　　　　　　　　の経験と成果を
「清流の国ぎ

皆さんのご協力
ありがとう
ございました！

の未来づくりに生かしていきます。ふ」

「岐阜方式」による競技力の向上
    県と県体育協会とが中心となり、複数の企業が選手を
雇用して、地域ぐるみで選手やクラブチームを支援し、
大会終了後もその競技力を引き続き向上させる強化策、
いわゆる「岐阜方式」といわれる岐阜ならではの競技
力向上策に取り組み、成果に結び付けました。

地域に根ざしたスポーツクラブの誕生
　国体を機に、成年のクラブや小中学生対
象の地域クラブなど、さまざまなスポーツ
クラブが誕生し、この地域クラブが国体の
岐阜県代表チームの母体ともなりました。　
　今後、これらのチームが中心となるなど
して、開催競技がその地域を象徴するス
ポーツとして根付くことが期待されます。

スポーツ振興に関する条例の制定へ
　県議会では、スポーツに対する意識の盛り上がりを
受け、スポーツを介した地域の絆づくりなどを盛り込
んだスポーツ振興に関する条例の制定に向け、検討を
進めています。

岐阜ならではのおもてなし
　両大会には県内をはじめ全国から約　　万人
もの人たちに参加・応援いただきました。特に、
ボランティアや民泊、花飾りなど、心のこもった岐阜
ならではのおもてなしで、全国から訪れた人たちを温
かく迎えていただきました。
　あらためて県民の皆さんに感謝申し上げます。
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皆さんが安心して食品を選べるよう、食品の表示を厳し
くチェックしています。毎日のお買い物の際に食品表示
に関してお気づきの点がありましたら、保健所または生
活衛生課にお問い合わせください。　

12月は食品表示適正化強化月間です
　12月1日（土）～ 31日（月）

クリスマスにはナイ
ター営業を行い、イ
ルミネーションで昭和
村を彩ります。

▲

営業時間／ 10：00 ～ 17：00▲

休／水曜日 (12 月～ 2月 )
　※年末年始は休まず営業します。▲

入園料（割引期間中）／
大人 400 円（中学生以上）、小人 200 円（4 歳～
小学生）、シニア 300 円（65 歳以上）▲

問／平成記念公園 日本昭和村
　☎ 0574(23)0066　美濃加茂市山之上町 2292-1

アジア・木と土に見る “みんぞくのかたち”
県内で収集されたアジアの木製民俗資料を展
示するとともに、当館収蔵品から文化的背景

を共有するアジアの
現代陶芸作品を紹介
します。
平成 25 年 1 月 12 日
（土）～6月 23日（日）
一般 320 円
大学生 210 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／平成 25 年 1月 18 日（金）▲

願　書／農業大学校で配布（郵送でも対応）▲

受　付／ 12 月 10 日（月）～平成 25 年 1月 11 日（金）▲

申込先・問／農業大学校　☎ 0574(62)1226

農業大学校　一般入学試験

試　　　験

●県の人口／ 2,064,940 人（420 人減）　●世帯数 742,965 世帯（166 世帯増）　　
　　　　男／    998,352 人（209 人減）
　　　　女／ 1,066,588 人（211 人減）

※平成 24 年 10 月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

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

日本昭和村　　

冬の入園料が半額！　平成 25 年 2月末まで

大阪フィルハーモニー交響楽団と指揮者の秋山和慶さんのリ
ハーサルを無料で公開します。　　　　　　　　　　※要申込▲

とき／平成 25 年 3月 16 日（土） 15:00 ～▲

対象／県内の青少年（小・中・高校生）およびその保護者
　（未就学児の入場不可）▲

申込方法／往復はがきまたはメールに、代表者の住所、氏名、
学校名と学年、電話番号、希望人数（青少年の人数・保護者の
人数を記載　※1グループ合計 5人まで）を記入し、申込先へ▲

申込期限／平成 25年 2月8日（金）▲
申込先・問／（財）岐阜県教育文化財団　☎ 058(277)1139
　　fureai13@g-kyoubun.or.jp
　〒500-8384　岐阜市薮田南 5-14-53

サラマンカホール（岐阜市）

サラマンカふれあいコンサート　
公開リハーサル

図書総点検を行うため、12 月 10 日（月）
まで休館となります。岐阜県図書館からのお知らせ

観覧者
募　集

クリスマスナイター営業
12 月 22 日（土）～ 24 日（月・振休）
10：00 ～ 20：00（17:00 以降は入園無料）

家庭や学校での生活に関する
さまざまな相談にお答えします
気軽にご利用ください。一緒に考えましょう。

相談

いじめについての相談▲

24 時間対応

0120(740)070
いじめ相談 24

※携帯電話からはご利用になれません。
0120(745)070

不登校や学習、進路など教育全般の相談▲

 月～金 8:30 ～ 17:15（祝、年末年始除く） 教育相談
ほほえみダイヤル

0120(783)800

非行や犯罪被害、家庭問題、交友関係
についての相談　▲

24 時間対応
ヤングテレホン
コーナー
（少年相談窓口）

こころのダイヤル
１１９番

058(276)0119

死にたい気持ち、こころの健康につい
ての相談　▲

月～金 10:00～16:00（祝、年末年始除く） 

▲

問／生活衛生課
　☎ 058(272)8284

イ・ジョンソク<飛 >
2005 年、現代陶芸美術館蔵

お出掛けの際は、これらの情報を参考に、安全な速度
でゆとりある運転を心掛けましょう。▲

問／道路維持課　☎ 058(272)8535

冬期の道路は、積雪や路面凍結でスリップ
しやすいので、「冬タイヤ」を装着しましょう。

道路の積雪・凍結情報を
ホームページで確認できます
12 月 1日～平成 25 年 3月 31 日

エントリー受
付開始

12月10日
（月）

　9:00 ～

2013.5.19

年末年始愛の血液助け合い運動
12 月 16 日～ 1月 15 日

年末年始は献血者が減少しがちです。
ぜひ献血にご協力ください。

昨年のイルミネーション

Web 検索岐阜県　道の情報

Web 検索岐阜県　食品　強化月間

Web 検索ぎふ清流ハーフマラソン


