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読者アンケートへ
ご協力ください！

かながわペットのいのち基金
問合せ■県生活衛生課☎045（210）4947

 最近､飼っているワンちゃん
やネコちゃんが増えすぎて困っている
ニュースを見かけるよね｡ボクもとって
も悲しいワン…｡
県は､みんなに幸せに過ごしてもらうた
めに「かながわペットのいのち基金」を
多頭飼育対策にも活用する取り組みを
始めるよ｡大切な「いのち」を守る新しい
取り組みに､皆さんからの温かい支援
をお願いしますワン

※県動物愛護センターは､横浜･川崎･横須賀市を除く県
内地域の犬や猫などの保護を行っています

●保護された犬猫等の治療や訓練その他譲渡
につなげるための事業､多頭飼育の犬猫の適
正な飼養を推進するための事業に寄付をお願
いします。
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公共職業訓練

●「即戦力」7月生　日程 ▼7月1日～9月
29日　訓練科 ▼介護技術、医療事務、パソ
コン基礎等　対象 ▼求職中の方8～30人 
受付期間 ▼4月15～28日　申込書 ▼各ハ
ローワークで配布中、Ｈにも掲載
●「e（イー）ラーニング」7月生　日程 ▼7
月1日～8月31日（一部の訓練は9月29日ま
で）　訓練科 ▼パソコン基礎、ファイナン
シャルプラン　対象 ▼育児または介護等
により外出が制限される求職中の方各10
人　受付期間 ▼4月15～28日　申込書 ▼

各ハローワークで配布中、Ｈにも掲載
問合せ ▼県立東部総合職業技術校二俣川
支所☎045（363）1992

かながわコロナ医療・福祉等応援基金

新型コロナウイルスに最前線で立ち向
かっている医療・福祉・介護の分野で働く
方々などを応援するため、県民・企業の皆
さんのご協力をお願いします。
●口座振込　金融機関 ▼横浜銀行県庁支
店　口座番号 ▼普通預金6077519　口
座名義 ▼カナガワコロナイリョウフクシト
ウオウエンキキン
●ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと
チョイス」「さとふる」　クレジットカード
等の電子決済により寄付いただけます。 
※詳しくはＨか問合せ
問合せ ▼県総合政策課☎045（285）0645

横浜マラソンランナー募集

日程 ▼10月31日㈰　メイン会場 ▼ パシ
フィコ横浜（横浜市西区）ほか　費用 ▼2万
3000円ほか　募集期間 ▼4月7日～5月
11日　※申込方法等詳しくはＨか問合せ
問合せ ▼横浜マラソン組織委員会事務局
☎045（651）0666

お知らせ
千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式

日程 ▼5月31日㈪ 千鳥ケ淵戦没者墓苑
（東京都千代田区）　対象 ▼アムール州、硫
黄島などでの戦没者の遺族
申込み ▼電話で4月19日までに県生活援
護課☎045（210）4917へ

調理師試験

試験日 ▼7月18日㈰
10～12時 青山学院
大学相模原キャンパ
ス（相模原市中央区）
受験手数料 ▼6130
円　受付期間 ▼5月11～13日　願書 ▼県
の各保健福祉事務所、市の保健所等か県生
活衛生課☎045（210）4936で4月1日か
ら配布

県独自地域限定保育士試験

3年間は県内のみで働くことができる保育
士資格です。3年経過後は全国で働くこと
ができます。
試験日 ▼8月14・15日（筆記）　受験手数料

▼1万2700円　受付期限 ▼5月8日　※4
月21日までに受験案内を要請求、詳しくは
Ｈか問合せ
問合せ ▼ 県次世代育成課☎045（285）
0341

 治療と仕事の両立推進企業募集

がん患者が治療と仕事を両立できるよう、
休暇制度や勤務制度を整備している企業
を県が認定し、積極的にPRします。
対象 ▼県内に本・支店または事業の拠点が
あり、県内で事業活動を行っている企業・
団体　※詳しくはＨか問合せ
問合せ ▼県がん・疾病対策課☎045（210）
5015

「成長の森」参加者募集

子どもや孫の誕生・入学・卒業を記念して、
県立21世紀の森に県産無花粉スギ・ヒノキ
の苗木を植樹しませんか。名前を記載した
銘板も植樹地付近に設置します。
対象 ▼令和3年10月31日現在20歳以下の
子どもや孫300人　費用 ▼1人3000円　
※詳しくはＨか問合せ
申込み ▼Ｈかはがきで代表者の〒住名□□□
（□ふりがな）☎□□と銘板に記載する名□（ふり
がな、希望者は生年月日も）を明記し、4月1
日～10月31日に（公財）かながわトラストみ
どり財団みどり森林課〒220-0073横浜
市西区岡野2-12-20☎045（412）2255へ
問合せ ▼前記か県水源環境保全課☎045

（285）0336

試験・募集
公立学校教員募集

職種 ▼小・中学校、高校、特別支援学校、養
護教諭　1次試験日 ▼7月11日㈰　受験資
格 ▼全ての選考において、昭和37年4月2
日以降に生まれた、受験する校種等・教科
の教員普通免許状を所有するか令和4年3
月31日までに取得見込みの方（他に要件あ
り）　受付期間 ▼4月21日～5月13日（電子
申請は17時まで）　採用案内・実施要項 ▼

4月中旬からＨに掲載
問合せ ▼ 県教職員人事課☎045（210）
8190

公募委員の募集

●県統計報告調整審議会　内容 ▼県統計
調査の実施等について審議する　対象 ▼

令和3年4月1日現在20歳以上で県内在
住・在勤・在学の方（日本語のできる外国籍
の方を含む）1人　任期 ▼6月1日～令和5
年5月31日　募集期間 ▼3月23日～4月
19日（必着）　募集案内 ▼ 県政情報セン
ター、各地域県政情報コーナー等で3月23
日から配布、Ｈにも掲載
問合せ ▼ 県統計センター☎045（312）
1121内線2522
●県指定管理者制度モニタリング会議
内容 ▼指定管理者制度導入施設の運営に
関する助言等　対象 ▼令和3年4月1日現
在20歳以上で県内在住・在勤・在学の方

（日本語のできる外国籍の方を含む）1人　
※この他条件あり、詳しくはＨか問合せ 
任期 ▼6月1日～令和5年3月31日　募集
期間 ▼4月1～30日（必着）　募集案内 ▼県
政情報センター、各地域県政情報コーナー
等で4月1日から配布、Ｈにも掲載
問合せ ▼県行政管理課☎045（210）2217

わたしの提案（神奈川県への提言）

どなたでもお気軽に県政に参加していた
だけます。神奈川県をよりよくするため、皆
さんの声をお寄せください。
意見の提出方法 ▼Ｈかファクス、郵送で

「わたしの提案」と明記し、県情報公開広聴
課☎045（210）3672Ｆ045（210）8833へ
※県施設・市区町村窓口に専用の用紙・封
筒あり
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、掲載内容は変更となる場合があります。
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「県のたより」の発行経費に充てるため、広告を掲載しています。広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、県が推奨するものではありません。

第56回県美術展
作品募集のお知らせ

問合せ■県文化課☎045(210)3808
第56回神奈川県美術展

県美術展の作品を募集します｡最高賞金
は、平面立体部門大賞で100万円！
前回は、22都道府県から1085点もの作
品が集まりました｡今年度より、写真部門は
郵送でも受け付けます｡今回も皆さんの力
作をお待ちしています!

　   

作品搬入
(書･写真･工芸) 6月26･27日10～16時
(平面立体)7月3･4日10～16時
場所 神奈川県民ホールギャラリー
※出品料､募集要項等詳しくは　　か問合せ

Administrator
テキストボックス
3月31日 復旧しました。ご迷惑をお掛けいたしました。3月30日現在、紙面版に掲載した一部相談窓口がご利用いただけない状態となっています。
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自動車税種別割等の減免制度

県は、障がい者または障がい者と生計を一
にする方が所有し、通院や通学等の日常生
活において、もっぱら障がい者が使用する
自動車に対する自動車税種別割・自動車税

（軽自動車税）環境性能割の減免制度を設
けています。　※詳しくはＨか問合せ
問合せ ▼自動車税コールセンター☎045

（973）7110

骨髄ドナー登録にご協力ください

白血病などの血液のがんの治療のため
に、骨髄移植を必要とする方がいます。一
人でも多くの患者さんを救うために、一
人でも多くのドナー登録が必要です。献
血ルームや県の一部の保健福祉事務所等
で登録を随時受け付けています。骨髄ド
ナー登録にご協力をお願いします。　※
詳しくはＨか問合せ
問合せ ▼県がん・疾病対策課☎045（210）
5015

優良図書の推薦について

県は、青少年の皆さんに読んでいただきた
い本を、県児童福祉審議会の審議を経て選
定しています。青少年に読書を勧めていた
だく際の参考として、ぜひご活用ください。 
※優良図書の一覧はＨに掲載
問合せ ▼県青少年課☎045（210）3848

青少年のSNSトラブル防止動画公開

青少年のSNS（会員制交流サイト）利用に
よるトラブル防止動画をＨで公開してい
ます。ぜひご活用ください。
問合せ ▼県青少年課☎045（210）3848

ハロートレーニング説明会 動画公開

県内で実施しているハロートレーニング
（公共職業訓練）を紹介する動画をＨで
公開しています。令和3年度の最新情報が
ご覧いただけます。
問合せ ▼県人材育成支援センター☎045

（363）1234

都市計画の素案の閲覧等

●座間都市計画公園（7・5・1号谷戸山公
園）の変更　公述人資格・人数 ▼座間市民
および利害関係人10人　素案の閲覧・公
述申し出 ▼4月9日～5月6日に県都市計
画課☎045（210）6175か座間市都市計画
課☎046（252）7376へ（公述申し出は書
面で同市へ提出）　公聴会日程 ▼5月26日
19～21時 サニープレイス座間　※公述
申し出がない場合は公聴会を中止、詳しく
はＨか問合せ

慰霊巡拝

巡拝場所 ▼旧ソ連（イルクーツク州・ハバ
ロフスク地方・カザフスタン共和国等）、イ
ンドネシア、北ボルネオ、中国東北地方、ビ
スマーク諸島、東部ニューギニア、ミャン
マー、トラック諸島、フィリピン、硫黄島　対
象 ▼各地域での戦没者の遺族で健康な方 
※申込期限、申込方法等詳しくは問合せ
問合せ ▼県生活援護課☎045（210）4917

不要な本などで県基金等に寄付を

●かながわキンタロウ☆ブックキフ　ご
不要になった「本・CD・DVD・ゲーム」を30
点以上箱詰めし、Ｈで申込みください。そ
の査定額が県の各基金等への寄付となり
ます。　※集荷は無料、寄付先は14の基金
等から選択可、詳しくはＨか問合せ
問合せ ▼（3月31日まで）県SDGs推進課
☎045（285）0909▷（4月1日から）県いの
ち・未来戦略本部室☎045（210）2040

「経済センサス-活動調査」にご協力を

「経済センサス-活動調査」は、全国すべての
事業所・企業を対象に、全産業分野の売上

（収入）金額や費用等の経理項目を同一時
点で把握し、事業所・企業の経済活動を全
国的・地域別に明らかにすること等を目的
として実施します。調査員証を携帯した統
計調査員が伺いますので、ご協力をお願い
します。
問合せ ▼ 県統計センター☎045（313）
7219

家計調査にご協力を

家計調査は、調査票（家計簿等）
を記入していただくことで、国
民生活の実態を家計収支の面
から明らかにする大切な統計
調査です。指定された地域にお住まいの世
帯に調査員証を携帯した統計調査員が伺
いますので、ご協力をお願いします。
問合せ ▼ 県統計センター☎045（313）
7216

労働力調査にご協力を

労働力調査は、雇用・失業対策等に役立て
るため、県民の皆さんの就業・不就業の状
態を調べる調査で、無作為抽出により毎月
実施しています。パソコンやスマートフォ
ンでの回答も可能で、4月は24～30日に
実施します。対象となった世帯に調査員証
を携帯した統計調査員が伺いますので、ご
協力をお願いします。
問合せ ▼ 県統計センター☎045（313）
7213、7215

ゴールデンウイークのパスポート申請

4月28日までにパスポートの受け取りが
必要な方は、次の期限までに申請してくだ
さい。

申請場所 期限
①パスポートセンター（横浜市中区）

4月21日②同川崎支所（川崎市幸区）
③同県央支所（厚木市）

④同小田原出張所
（県小田原合同庁舎内）

4月19日
※県央支所で受け
取る場合は20日

⑤
出
張
窓
口

横須賀（県横須賀合
同庁舎内）毎週火曜 4月20日

平塚（県平塚合同庁
舎内）毎週木曜 4月15日

受付時間 ▼ ①9時～16時45分（月・木・金
曜）、9～19時（火・水曜）②③9時～16時45
分④9～12時、13時～16時45分⑤各曜日
の10～12時、13時～16時15分　※いず
れも土・日曜、祝・休日は休み（5月2日は①
～③で受け取りのみ可）
問合せ ▼県パスポート電話案内センター

（横浜）☎045（222）0022

（特別）児童扶養手当額のお知らせ

今年度は、手当額の改定はありません。手
当額は次のとおりです。
支給額 ▼児童扶養手当 月額1万180円～
4万3160円▷特別児童扶養手当1級 月額
5万2500円、2級 月額3万4970円　※支
給・所得要件あり、詳しくは問合せ
問合せ ▼お住まいの市区町村担当課か県
子ども家庭課☎045（210）4674

大気汚染情報にご注意を

県は、光化学スモッグ注意報や微小粒子
状物質（PM2.5）の高濃度予報を行ってい
ます。注意報や高濃度予報で注意喚起が
あったときは、屋外での激しい運動を控
えましょう。なお、スマートフォンアプリ

「Yahoo!防災速報」でも光化学スモッグ注
意報を配信しています。　※詳しくはＨ
か問合せ
情報提供テレホンサービス（24時間音声
案内）▷光化学スモッグ☎050（5306）
2687▷PM2.5☎050（5306）2686
問合せ ▼県大気水質課☎045（210）4111

マツクイムシの防除

湘南海岸の砂防林をマツクイムシの被害
から守るため、5月上旬～6月中旬に薬剤を
散布します。当日は砂防林内には入れませ
ん。　※近隣の方には改めて予定日をお知
らせします
問合せ ▼県藤沢土木事務所なぎさ港湾課
☎0467（58）1473

県高等学校奨学金奨学生募集

学業等に意欲があ
り、学資の援助を必
要とする高校生等
に対して、奨学金を
貸し付けます（返還
が必要）。
対象 ▼本人または保護者が県内在住の高
校生等（保護者の所得要件あり）　貸付月
額 ▼国公立2万円以内、私立4万円以内　
貸付期間 ▼4月1日～令和4年3月31日　
※詳しくはＨか問合せ
問合せ ▼在学する高校等か県教育局財務
課☎045（210）8251

AV出演強要等の被害に注意

4月は、進学や就職等に伴い生活環境が大
きく変わる時期です。近年、スカウトやイ
ンターネット等でモデルの募集を装い、
同意していないアダルトビデオの出演を
強要される被害や、女子高校生等がマッ
サージや会話等の接客サービスを売りに
する「JKビジネス」をきっかけに、児童買春
やストーカー等の被害に遭うケースが見
受けられます。被害に遭わないように注意
しましょう。
相談窓口 ▼ 県警察本部総合相談室☎
#9110か☎045（664）9110または最寄り
の警察署
問合せ ▼ 県警察本部生活保安課☎045

（211）1212内線3412

薬物乱用 ダメ!ゼッタイ!

覚醒剤、大麻、麻薬や危険ドラッグ等の薬
物は、自分で気づかないうちに常習化し、
体だけでなく心もボロボロになります。
これらの薬物で得られる快楽・多幸感は
一瞬で終わり、その後、極度の疲労感や不
安感等の副作用が体をむしばみます。「違
法じゃないから」「一度だけ試してみた
ら」などと誘われ、「たった一度だけ」「少
しだけ」という一時的な気の緩みが命取
りとなります。断ることは恥ずかしいこ
とではありません。勇気を持って、きっぱ
り断りましょう。
問合せ ▼最寄りの警察署か県警察本部薬
物銃器対策課☎045（211）1212

多言語支援センターからのお知らせ

多言語支援センターかながわは、外国籍県
民等への情報提供を多言語で行っていま
す。4月1日から、各言語の対応日が一部変
更になります。　※詳しくはＨか問合せ
問合せ ▼同センター☎045（316）2770か
県国際課☎045（285）0543

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、掲載内容は変更となる場合があります。
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中小企業の事業承継相談

4月1日に県事業引継ぎ支援センターと県
事業承継ネットワークが統合し、「県事業
承継・引継ぎ支援センター」が設置されま
す。同センターは、事業承継全般に関する
相談をワンストップで受け付ける相談窓
口です。内容に応じた専門家が対応し、中
小企業の事業承継を支援します。　※詳し
くはＨか問合せ
問合せ ▼県事業承継・引継ぎ支援センター
☎045（633）5061か県中小企業支援課☎
045（210）5553

中小企業制度融資

●売上・利益減少対策融資　対象 ▼最近3
カ月間もしくは6カ月間の売上高または売
上総利益額（粗利益）の合計が直近3年の
いずれかの年の同期と比べ、減少している
中小企業者等　資金使途 ▼運転・設備　
期間・利率（固定） ▼1年超5年以内・年1.6%
以内▷5年超10年以内・年1.8%以内　限
度額 ▼8000万円　※いずれも県信用保
証協会の保証が必要（要保証料）、詳しくは
Ｈか問合せ
申込み ▼取扱金融機関へ　問合せ ▼県金
融課☎045（210）5695

ヤミ金融は犯罪です

ヤミ金融とは、国や県の登録を受けていな
い貸金業者等のことです。新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大に便乗したヤミ金
融が増えています。中には「給与ファクタリ
ング」などと称して個人の給与の買い取り
を装い、年利に換算すると数百から千数百
%になるような法外な利息を支払わされ
る貸し付け事例が発生しています。ヤミ金
融から借りるのは絶対にやめましょう。少
しでも不審に思ったときは、国や県の管轄
部署にお問い合わせください。
問合せ ▼県金融課☎045（210）5690

登山を楽しく安全に

春の行楽期に登山する際は次のことを心
掛けましょう▷登山ルートの天候、所要時
間、危険箇所等をよく調べて計画を立て、
家族等に必ず知らせる▷こまめに休憩を
とり、体調が悪くなったら迷わず下山する
▷山の天気は変わりやすく日暮れも早いた
め、時間に余裕を持った早めの出発・下山
を心掛ける▷登山用地図、携帯電話、非常
食、ライト、救急用品等の装備品を携行す
る―など
問合せ ▼入山地を管轄する警察署か県警
察本部地域総務課☎045（211）1212内線
3532

オリンピック警備へのご協力のお願い

県内では、6月28～30日に東京2020オリ
ンピック競技大会の聖火リレーが、7～8月
に同大会が行われます。県警察では、テロ
等の違法行為を未然に防止するため警戒
警備を強化します。期間中は、会場周辺等
でのドローンの飛行が禁止となるほか、交
通規制が行われます。ご理解とご協力をお
願いします。
問合せ ▼県警察本部オリンピック・パラ
リンピック対策課☎045（211）1212内線
6422、6423

講座
県立東部総合職業技術校の講習会

●ものづくり継承塾　日程 ▼①ティグ溶
接6月9日～7月14日（水曜全6回）②機械
組立仕上げ6月9日～7月28日（水曜全8
回）③普通旋盤6月9日～7月28日（水曜
全8回） いずれも8時50分～16時10分　
定員 ▼ 各5人　費用 ▼ ①6000円②③各
8000円　申込期限 ▼5月6日（必着、電子
申請は17時まで）
申込み ▼Ｈか往復はがきで〒住名☎□□□□と
講習会名（日程）、就業中の職種を明記し、同
校〒230-0034横浜市鶴見区寛政町28-2
☎045（504）3101へ　※就業中の方優先、
この他の講習会についてはＨか問合せ

ペーパーティーチャー研修講座

日程 ▼①5月12日②6月14日 いずれも10
～12時 県立総合教育センター　内容 ▼

経験豊かな先輩教員等による教員の魅力
や教員免許更新制度の概要等の講義　対
象 ▼小中学校・高等学校・特別支援学校の
いずれかの教員免許状を所有している方
で、教員になりたい方各50人　申込期限

▼ ①5月10日②6月10日　※研修の終了
時に県の臨時的任用職員・非常勤講師登録
することも可能、詳しくはＨか問合せ
問合せ ▼県立総合教育センター☎0466

（81）1759

第1回考古学講座

●発掘された大山山麓の中世　日程 ▼

5月9日㈰14～16時 かながわ県民セン
ター　講師 ▼（公財）かながわ考古学財団・
松葉崇氏　定員 ▼52人
申込み ▼Ｈか往復はがき（1人1枚）で
〒住名☎□□□□と講座名（日程）を明記し、3月
19日～4月16日（必着）に県埋蔵文化財
センター〒232-0033横浜市南区中村町
3-191-1☎045（252）8661へ

未病女子オンラインセミナー

日程 ▼4月28日㈬18時30分～19時50分 
YouTubeライブ配信　内容 ▼産婦人科
医等によるホルモンとうまく付き合う秘訣
や「美」の秘訣など女性の未病改善に関す
る講演　対象 ▼県内在住・在勤・在学の方
200人　申込期間 ▼3月19日～4月23日 
※申込方法等詳しくはＨか問合せ
問合せ ▼県健康増進課☎045（210）4746

催し
県警察音楽隊 定期演奏会

日程 ▼5月30日㈰13時～14時30分 厚木
市文化会館　定員 ▼600人　※未就学児
入場不可、詳しくはＨに掲載
申込み ▼ 往復はがき（1枚で2人まで、重
複不可）に全員の〒住名年☎□□□□□と人数、催し
名、車いす利用の有無を明記し、4月1～15
日に県警察音楽隊〒236-0051横浜市金
沢区富岡東2-6-3☎045（211）1212内線
783-454へ

施設情報
休は4月1日～5月15日の休館日等
を記載しています
ご利用の際は各施設等の最新情報を
ご確認ください（ ）
文化

県立近代美術館 葉山

●企画展「開館70周年記念 空間の中の
フォルム」　期間 ▼4月24日～9月5日
●コレクション展「若林 奮　新収蔵作品」 
期間 ▼4月24日～9月5日
問合せ ▼☎046（875）2800
休月曜（5月3日は開館）、4月12～23日

県立生命の星・地球博物館

①企画展「かながわ発 きのこの新種展」　
期間 ▼5月9日まで
②春の地形地質観察会　日程 ▼5月9日10
～15時　内容 ▼箱根周辺を5km程度散策
し、吉田初三郎作「神奈川県鳥瞰図」に描か
れている場所を観察する　定員 ▼中学生
以上20人
申込み ▼②はＨか往復はがきで代表者
の〒住☎□□□と参加者全員の名年、□□ 講座名

（日程）を明記し、4月27日（必着）までに同
館企画普及課〒250-0031小田原市入生
田499☎0465（21）1515へ
休月曜（5月3日は開館）、4月13日、5月6・11日

あーすぷらざ

●外国籍県民相談窓口の変更　4月1日か
ら一般・法律相談、教育相談窓口に「ベトナ
ム語」を新設します。各言語の相談日も一
部変更になります。　※詳しくはＨか問
合せ
問合せ ▼☎045（896）2896か県国際課☎
045（285）0543
●モノ語り展　期間 ▼4月24日～6月20
日（祝日を除く月曜休み）　内容 ▼「地球に
やさしい」「人を思う（思いやり）」がコンセ
プトのモノのストーリーを紹介　※詳しく
はＨか問合せ
問合せ ▼☎045（896）2121

県立金沢文庫

●特別展「武蔵国鶴見寺尾郷絵図の世界」
期間 ▼3月26日～5月23日
問合せ ▼☎045（701）9069
休月曜（5月3日は開館）、4月30日、5月6日

県立歴史博物館

●特別展「錦絵にみる明治時代」　期間 ▼4
月29日～6月20日　※5月25日は展示替
えのため同展の観覧不可
問合せ ▼☎045（201）0926
休月曜（5月3日は開館）、4月6・27日

県立神奈川近代文学館

①創刊101年記念展「永遠に『新青年』なる
もの」　期間 ▼3月20日～5月16日
②記念講演会「私の好きな『新青年』の作家
たち～乱歩、久作、十蘭」　日程 ▼4月24日
14時～15時30分　内容 ▼学習院大学教
授・中条省平氏による講演　定員 ▼110人 
費用 ▼1000円
申込み ▼②は電話で4月1～16日に同館☎
045（622）6666へ
休月曜（5月3日は開館）

自然・スポーツ
花菜ガーデン

●春の山野草展　期間 ▼4月13～18日
（18日は15時まで）
●景道山野草展　期間 ▼4月20～25日

（25日は13時まで）
●春・はじまるガーデニングフェア　期間

▼4月21～25日　内容 ▼サンプルガーデ
ンやガーデンマーケットなど　※詳しくは
Ｈか問合せ
●モダンクレイアート 花で彩る世界展　
期間 ▼5月11～23日（23日は15時まで）
問合せ ▼☎0463（73）6170
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問合せ
■県オリンピック・パラリンピック課
   ☎045（285）0787

57年前に開催された東京1964大会と､今
年開催される東京2020大会のつながりを
幅広くご紹介します! 

Twitterのフォロー
お願いします☆
東京2020大会県内
情報を幅広く発信中!→

自転車競技（ロード）は､オリンピック第1回
大会のアテネ1896大会から正式競技に
採用されている数少ない競技の一つで
す。八王子を周回するコースだった東京
1964大会では、1～51位の選手のタイム
差はわずか0.16秒!ゴール前の大混戦は
史上まれにみる激戦でした｡
東京2020大会は相模原市、山北町を含む1
都3県にまたがり､「獲得標高」と呼ばれる上
り坂の合計が4865㍍（男子）にもなる超難
関コースです｡非常にタフなレースが予想
される自転車競技にぜひご注目ください!

H P や mailは「県のたより」ホームページ版（ ）からご覧ください。
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日比谷花壇 大船フラワーセンター

●春の盆栽展　期間 ▼4月13～18日
●フラワーコンサート　日程 ▼4月18日
11時～11時45分、14時～14時45分　※
毎月第1・3日曜に開催、申込不要
問合せ ▼☎0467（46）2188
休4月12・26日、5月10日

県立ふれあいの村

● 愛 川 ☎046
（281）1611　
①野外活動講
習会　日程 ▼

5月22・23日
（1泊2日）　 内
容 ▼野外炊事・
キャンプファイヤー等の講習　対象 ▼

野外活動に興味のある方30人　費用 ▼

7500円　②親子DEアウトドアクッキン
グ　日程 ▼6月27日10時30分～15時　
内容 ▼アウトドアクッキング　対象 ▼小
学生を含む家族10組30人　費用 ▼2500
円（3歳～小学生2000円、2歳以下無料）
●足柄☎0465（72）2010　③Mori・キッ
チン　日程 ▼6月5日10～15時　内容 ▼

地元の季節野菜の収穫体験と野外炊事　
対象 ▼家族35人　費用 ▼1200円（3歳～
小学生900円、2歳以下無料）　④バリアフ
リーキャンプ　日程 ▼6月26・27日（1泊2
日）　内容 ▼収穫体験、野外炊事等　対象

▼障がいのある児童・生徒と家族30人　
費用 ▼6100円（3歳～小学生4100円、2歳
以下無料）
申込み ▼①は電話で4月1～30日②は電話
で4月1日～5月10日③は電話かＨで4月
5～30日④は電話かＨで4月5日～5月
21日に各施設へ

相談
県民相談ナビ・デスク

県の業務などの相談先が分からない場合
に、担当窓口を電話でご案内します。
相談日時 ▼月～金曜（祝・休日を除く）9時
～17時15分　相談電話 ▼ ☎045（321）
6865

乳がん子宮がん 患者・家族向け相談

女性の臨床心理士が、患者さんやご家族か
らの相談に面接（要予約）でお応えします。
場所 ▼県内31病院のがん相談支援セン
ター　※詳しくはＨか問合せ
問合せ ▼県がん・疾病対策課☎045（210）
4780

自死遺族電話相談

自死で身近な家族・友人・同僚等を亡くさ
れた方からの相談に、専門相談員がお応え
します。　※匿名でも相談できます
相談日時 ▼水・木曜（祝・休日を除く）13時
30分～16時30分　相談電話 ▼県精神保
健福祉センター☎045（821）6937

弁護士労働相談

労働問題に関する高度な法律相談にお応
えします。

日程 問合せ

第1・3・5火曜 労（横浜）
☎045（662）6110

第4火曜 労川崎支所
☎044（833）3141

第2水曜 労湘南支所（平塚）
☎0463（22）2711

第3水曜 労県央支所（厚木）
☎046（296）7311

労は、かながわ労働センターの略
定員 ▼各4人　※祝・休日は休み、場所・相
談時間等詳しくはＨか問合せ
申込み ▼電話で開催日前日までに各所へ

4月の中高年のための働き方相談

40歳以上で再就
職を目指す方、新
たな働き方をお
探しの方の個別
相談に専門のカ
ウンセラーがお
応えします。

日程 場所・問合せ

15日

県小田原合同庁舎
問合せ ▼シニア・ジョブスタイ
ル・かながわ（横浜）
☎045（412）4123

23日 労県央支所（厚木）
☎046（296）7311

27日 労湘南支所（平塚）
☎0463（22）2711

28日

県横須賀合同庁舎
問合せ ▼シニア・ジョブスタイ
ル・かながわ（横浜）
☎045（412）4123

毎週月～
土曜（※）

シニア・ジョブスタイル・かな
がわ（横浜）
☎045（412）4123

労は、かながわ労働センターの略
※祝・休日は休み
申込み ▼ 電話で各実施日までに各セン
ター等へ

働く人のメンタルヘルス相談

働く人の心身の不調
について、専門のカウ
ンセラーが面接（要予
約）でお応えします。
相談日時 ▼火曜（第5火曜、祝・休日を除く）
13時30分～16時30分　場所 ▼かながわ
労働センター（横浜）　定員 ▼各3人　面接
予約 ▼電話で各実施日までに同センター
☎045（633）6110内線2718へ

若者就活なんでも相談

39歳以下で就職活動中の方の個別相談に
専門のカウンセラーがお応えします。

日程 場所・問合せ

4月15日
海老名市役所
問合せ ▼同市商工課
☎046（235）4843

4月23日
小田原市役所
問合せ ▼同市産業政策課
☎0465（33）1514

4月28日
茅ケ崎市勤労市民会館
問合せ ▼同館
☎0467（88）1331

5月12日

横須賀市役所
問合せ ▼かながわ若者就職支
援センター（横浜）
☎045（410）3357

毎週月～
土曜（※）

かながわ若者就職支援セン
ター（横浜）
☎045（410）3357

※祝・休日は休み
申込み ▼ 電話で各実施日までに各セン
ター等へ

女性のキャリアカウンセリング

就業やキャリア形成に関する女性の悩み
に、女性カウンセラーが電話や面接（要予
約）でお応えします。　※ウェブによる相談
も可、詳しくはＨか問合せ
相談日時 ▼月～木曜（祝・休日を除く）8時
30分～12時、13～17時（電話相談は16時
30分まで）　相談電話・面接予約 ▼マザー
ズハローワーク横浜内相談室（横浜市西
区）☎045（320）0335　※キッズコー
ナーあり

7県庁への郵便物は〒231-8588県○○課で届きます（所在地は省略できます）

4月の
TV＆ラジオ

  3日　大磯・二宮の魅力再発見
10日　愛され続ける老舗企業
17日　花と緑を楽しもう
24日　〈知事出演〉

テレビ

KANAGAWA Muffin
土曜８：30～8：55

FMヨコハマ 84.7MHz
ラジオ

tvk ３ch
カナフルTV
日曜18：00～18：30

テレビ
tvk ３ch
県議会番組

（第1回定例会）

テレビ

KANAGAWA Muffin
土曜８：30～8：55

FMヨコハマ 84.7MHz
ラジオ

tvk ３ch
カナフルTV
日曜18：00～18：30

テレビ
tvk ３ch
県議会番組

（第1回定例会）

  4日　神奈川クイズ
11日　ここがスゴイぞ老舗企業
18日　〈知事出演〉
25日　花と緑を楽しもう

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、掲載内容は変更となる場合があります。

県のたより読者プレゼント

広　　　　告

問合せ■県知事室☎045（210）2038
で過去の番組を視聴できます。

※放送日時、内容は変更する場合があります

県内で販売された宝くじの収益金は､
子育て支援や学校教育施設の整備など､
県内のさまざまな分野に使われ､
皆さんの身近な暮らしに役立っています。
お求めはお近くの宝くじ売り場で。

問合せ■県財政課☎045（210）2291

●関東・中部・東北自治宝くじ
発売期間 単価 １等賞金×本数

4月1日～4月20日 100円 1000万円×1本
4月1日～6月1日
(スクラッチ) 200円 100万円×60本

4月7日～5月4日
(スクラッチ) 200円 30万円×200本

4月21日～5月11日100円 1500万円×1本

●全国自治宝くじ
発売期間 単価 １等賞金×本数

4月1日～4月20日
(スクラッチ) 200円 50万円×50本

4月1日～4月27日
(スクラッチ) 200円 300万円×7本

4月1日～4月27日
(スクラッチ) 300円 500万円×8本

4月7日～4月27日
(春の開運宝くじ) 200円

6000万円×2本
（1等前後賞合わ
せて1億円）

4月21日～5月11日
(スクラッチ) 200円 200万円×35本

県内で販売された宝くじの収益金は､子育て
支援や学校教育施設の整備など､県内のさ
まざまな分野に使われ､皆さんの身近な暮ら
しに役立っています｡お求めは県内の宝くじ
売り場または　　（スクラッチを除く）で。

「県のたより」読者アンケートにお答え
いただいた方の中から抽選で10名様
に、「かなふぅ×ミビョーマンランチク
ロス」と「ME-BYOボールペン」のセッ
トをプレゼントします。
申込み ▼Ｈかはがきで〒住名年性☎□□□□□□
と「県のたより」4月号について①参考
になった記事②ご意見・感想を明記し、
4月1～20日に県知事室県のたよりグ
ループ〒231-8588（所在地省略可）☎
045（210）3662へ
※個人情報は適切に管
理し賞品の発送のみ
に利用、当選者の発表
はプレゼントの発送を
もってかえさせていた
だきます 応募はこちらから

Administrator
折れ線

Administrator
テキストボックス
3月30日現在、相談電話、ウェブ相談がご利用いただけない状態です。復旧次第ホームページでお知らせしますが、それまでの間、電話相談・予約受付は かながわ若者就職支援センター☎045(410)3358 へご連絡ください。ご不便・ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

Administrator
テキストボックス
3月31日　復旧しました。ご迷惑をお掛けいたしました。




