
障がい者を対象とした技能競技大会
「アビリンピック」の出場者を募集します。▲

とき／平成 25 年 2 月 16 日（土）　▲

ところ／ソフトピアジャパンセン
ター（大垣市）ほか

▲

競技種目・定員
／ [ 身体・精神・知的障がい者部門 ]
①ワードプロセッサー 12 人 ②データ
ベース 12 人 [ 視覚障がい者部門 ]③パ
ソコン操作 5 人 [ 知的障がい者部門 ]
④喫茶サービス 20 人 ⑤製陶技能 20
人 ⑥箱折り技能 30 人

▲

申込受付／ 10
月 1 日（月）～ 31 日（水）（先着順）▲

申込先・問／労働雇用課
　☎ 058(272)8397

岐阜県障がい者技能競技大会
（アビリンピック 2013）

悪質商法から身を守る方法を啓発してい
ただく方を養成します。　※要申込・無料
●西濃会場…大垣市情報工房：40 人
　12 月 9日（日）～ 1月 26 日（土）
●東濃会場…多治見市文化会館・多治
　見市産業文化センター：20 人
　11 月 25 日（日）～ 1月 19 日（土）
●飛騨会場…高山市民文化会館：20 人
　11 月 17 日（土）～ 1月 12 日（土）
※各会場計 4回、9:30 ～ 16:30 
※抽選（各会場の初日は定員を拡大し、
　消費生活に関する基礎講座を開催）▲

申込方法／申込書（ホームページか
らも入手可）を申込先へ FAX、メール
または郵送。電話申込可。

▲

申込期限／ 10 月 31 日（水）　▲

申込先・問／環境生活政策課
　☎058(272)8204　　　058(278)2605  
　　　c11260@pref.gifu.lg.jp
　〒500-8570（住所不要）

消費生活広報啓発
人材養成講座

▲

定員／ 200 人（先着順）

▲

申込方法
／申込書を郵送、ＦＡＸまたはメールで
申込先へ。申込書は生活衛生課で配布。
ホームページからも入手可。 

▲

申込期限／
　11月5日（月）▲

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

Web 検索

岐阜県食品の安全・安心シンポジウム

Web 検索岐阜県消費者の窓

10 月 28 日は
岐阜県地震防災の日
県では、明治 24 年に濃尾地震が
発生した 10 月 28 日を「岐阜県地
震防災の日」と定めています。
この日を機に、避難所や避難経路
の把握、家具の固定状況や備蓄品
の確認、災害時の家族間の連絡方
法などを確認しましょう。▲

問／防災課　☎ 058(272)1125

食品中の放射性物質について、国の担
当者による説明・意見交換を行います。
※要申込・無料　※託児あり（要問合せ）▲

とき／ 11 月 13 日（火） 13:30 ～
16:00

▲

ところ／県図書館（岐阜市）

食品の安全・安心シンポジウム

    10
2012 OCT. 

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9月6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。

[ 開会式 ]　10月13日
[ 閉会式 ]　10月15日

（土）
（月）

岐阜メモリアルセンター 長良川競技場
（荒天時：長良川国際会議場）

会期　10月13日　～ 15日（土）　　　　　（月）

全国から選手・役員約 5,500 人が参加します。
頑張る選手に温かい声援をお願いします！

正 式 競 技 　13競技
オープン競技　3競技

ぎふ清流大会推進課　☎ 058(272)8830

安八町

開催地域★

瑞穂市

本巣市

揖斐川町

岐阜市

関　市

山県市

羽島市大垣市
岐阜市

東日本大震災復興支援　第12 回全国障害者スポーツ大会

団　　体

グランドソフト
ボール　

●揖斐川
　健康広場
　ビッグランド

身

オープン

車椅子ツイン
バスケット
ボール　

●岐阜市南部
　スポーツ
　センター

身

団　　体

バスケット　
ボール　　
●ヒマラヤ
　アリーナ

知

団　　体

ソフトボール

●羽島市
　運動公園

知
団　　体

バレーボール

●安八町総合
　体育館

精

個　　人

ボウリング

●岐阜グランド
　ボウル

知

団　　体

フットベース
ボール　

●しんせい
　運動広場
　グラウンド

知

団　　体

サッカー　　
●浅中公園総合
　グラウンド

知

オープン

障害者ゴルフ

●谷汲
　カントリー
　クラブ

身

個　　人

卓球　　　
サウンドテーブル
テニス　を含む
●総合体育館

身 知

個　　人

アーチェリー　

●中池公園
　陸上競技場

身

個　　人

フライング　
ディスク　　　
●グリーン・
　フィールド
　中池

身 知
身 知

団　　体

バレーボール

●山県市総合
　体育館

身 知

団　　体

車椅子バスケット
ボール　　
●岐阜メモリアル
　センター
　ふれ愛ドーム

身

個　　人

陸上競技

●岐阜メモリアル
　センター
　長良川競技場

身 知

個　　人

水泳

●岐阜メモリアル
　センター　長良川
　スイミングプラザ

身 知

オープン

脳性まひ者
7人制サッカー

●長良川
　球技メドウ

身

身

知

精

身体障がいのある方が出場する競技
知的障がいのある方が出場する競技
精神障がいのある方が出場する競技

身



第 26回岐阜県農業フェスティバル
県内の農産物や加工品を見て、触れて、味わえます。

▲

問／農産物流通課　☎ 058(272)8418

岐阜県美術館

岐阜県博物館

岐阜県現代陶芸美術館

国史跡　高山陣屋

ミュージアム飛騨

岐阜市宇佐 4-1-22

関市小屋名 1989　

多治見市東町 4-2-5

高山市八軒町 1-5　

高山市千島町 900-1

☎058(271)1313

☎0575(28)3111

☎0572(28)3100

☎0577(32)0643

☎0577(37)6111

※要申込・無料　※個別相談定員
各 8人（先着順・30 分／人）　

いずれも　個別相談 13:30 ～ 16:00
　　　　　交流会　13:30 ～ 14:30▲

申込方法／申込先へ電話または
メール（氏名、連絡先、参加希望場所、
時間、相談会または交流会の別を
記載）　※電話予約は月・金のみ

（10:00 ～ 16:00）

▲

申込期限／開催
日の属する週の月曜▲

申込先／県不妊相談センター
　（県健康科学センター内）
　☎　058(389)8258　　　　　　　
　　　c11223a@pref.gifu.lg.jp　▲

問／保健医療課　☎ 058(272)8276

不妊に関する
出張個別相談・交流会

　　難病医療・福祉相談会
専門医による相談会を開催します。
相談は、個別形式で行います。
※当日受付時間内に申込・無料
●11月11日（日）13：00 ～ 16：00
　（受付時間 12：30 ～ 15：00）　▲

ところ／多治見市総合福祉センター
　（多治見市太平町 2－39－1）
神経内科疾患

◇

担当／青木　真一郎
氏（県立多治見病院　神経内科）
整形外科疾患

◇

担当／伊藤　茂彦氏
（県立多治見病院　整形外科）
循環器系疾患

◇

担当／米田　正始氏
（名古屋ハートセンター　心臓血管
外科）
膠原病、リウマチなど

◇

担当／浅
野　純一郎氏（桜ケ丘クリニック）
福祉相談（福祉制度、サービスなど）◇

担当／斉藤　美由貴氏（多治見市
民病院　医療相談室）　 　 　

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

ひきこもりへの理解を深めるための
講演会を開催します。※要申込・無料
●10月 26 日（金）14:00 ～ 16:45▲

ところ／県福祉・農業会館（岐
阜市）

▲

定員／ 120 人（応募多数の
場合は抽選）▲

申込方法／①氏名、②電話番号を
記載し、はがきまたは FAX で申込先へ▲

申込期限／ 10 月 19 日（金）▲

申込先・問／
　県精神保健福祉センター
　☎　 058(273)1111（内線 2253）
　　　058(275)5097
　〒500-8385 岐阜市下奈良 2－2－1
　県福祉・農業会館

ひきこもり講座

11 月を鳥獣被害対策推進月間と定
め、集落ぐるみでの鳥獣被害対策
を推進するためのフォーラムを開
催します。　　　　※要申込・無料
●11月 8日（木）　13:15 ～ 16:30▲
ところ／日本まん真ん中セン
ター（郡上市）▲

定員／ 400 人（先着順）

▲

申込
期限／ 10 月 31 日（水）

▲

申込方
法／申込先へ電話

▲

申込先・問／
農村振興課　☎ 058(272)8422

鳥獣被害対策フォーラム

11月3日　　　　は「岐阜～ふるさとを学ぶ日」
以下 5文化施設などに　　　で入館できます！

難病医療電話相談
　　　疾患ごとに毎月開催します。
　　　※要申込・無料
●10月 31 日（水）
めまい、メニエール病など耳鼻科
疾患

◇

担当／小塩　勝博氏（岐阜赤
十字病院）
●11月 9日（金）
パーキンソン病、てんかんなど神
経内科疾患

◇

担当／犬塚　貴氏
（岐阜大学医学部附属病院）

難病について
ご相談ください

●県の人口／ 2,065,687 人（174 人減）　●世帯数 742,336 世帯（1,940 世帯減）　　
　　　　男／    998,768 人（   31 人減）
　　　　女／ 1,066,919 人（143 人減）

※平成 24 年 8月１日現在、
（　）内は前月の人口・世帯数との比較

無料

県庁周辺
ヒマラヤアリーナ

（文化の日）

同時
開催　森と木とのふれあいフェア2012

※県内各地の博物館・資料館などでも、イベントや特典があります

10 月 25 日（木）
11 月　1日（木）
11 月　8日（木）
11 月 15 日（木）

西濃総合庁舎
飛騨総合庁舎
東濃西部総合庁舎
中濃総合庁舎

●
●
●
●

木工教室などの工作体験や木製品販売、樹木観察会など。▲

問／県産材流通課　☎ 058(272)8483

10月27日（土）10:00 ～ 16:00　
　　　28日（ 　9:00 ～ 16:00　）日

Web 検索国際園芸アカデミー

Web 検索森林文化アカデミー

●職業能力開発短期大学校（一般推薦・前期日程）▲

募集学科／生産技術科、建築科▲

試験日／ 11 月 2日（金）▲

受付／ 10 月 15 日（月）～ 25 日（木）
●職業能力開発校（普通課程・一次募集）　▲

募集学科／
　自動車エンジニア科、木工・建築意匠科▲

試験日／ 11 月 12 日（月）▲

受付／ 10 月 22 日（月）～ 11 月 1日（木）
●職業能力開発校（短期課程・前期日程）▲

募集学科／設備システム科、住宅建築科　▲

試験日／ 11 月 16 日（金）▲

受付／ 10 月 29 日（月）～ 11 月 8日（木）
　共通　

▲

願書／国際たくみアカデミー、また
は木工芸術スクールで配布（郵送でも対応）▲

問／国際たくみアカデミー　☎ 0574(25)2423

国際たくみアカデミー・木工芸術スクール

▲

試験日／ 12 月 1 日（土）

▲

願書／国際園芸
アカデミーで配布（郵送でも対応：240 円分
の切手を貼った返信用Ａ４封筒を申込先へ郵
送）。ホームページからも入手可。

▲

受付／ 10 月 29 日（月）～ 11 月 9日（金）▲

問／国際園芸アカデミー　☎ 0574(60)5250

国際園芸アカデミー　マイスター科（第１回） 

▲

試験日／ 11 月 17 日（土）

▲

願書／森林文
化アカデミーで配布（郵送でも対応：390 円
分の切手を貼った返信用Ａ４封筒を申込先へ
郵送）。ホームページからも入手可。

▲

受付／ 10 月 24 日（水）～ 11 月 7日（水）▲

問／森林文化アカデミー　☎ 0575(35)2525

森林文化アカデミー　エンジニア科

試　　 験

納税の公平性を確保するため、
10 月から 12 月に滞納処分を
集中的に実施します。

自動車税をまだ納付していない方は、
至急納付してください。▲

問／税務課　☎ 058(272)1420

自動車税の集中差押え


