
●県庁への郵便物は「〒２３１－８５８８　県○○課」で届きます（所在地省略可）
                □▶郵便番号　□▶住所　□▶氏名　□▶年齢　
                □▶性別         □▶電話番号
　　や　　は「県のたより」ホームページ版をご覧ください
※記載のほかに、入場料・保険料・テキスト代等が必要な場合もあります
※事前申込みで定員を超えた場合は抽選します（連絡がなければ参加可）
※記事は3月1日時点の内容であり、変更になる場合があります

必要事項
凡例

〒 住 名 年
性 ☎

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

災害時にとっても役立
つ、飼い主さんの情報が書き込まれたマ
イクロチップ。今年度の装着費用の補助
は３月いっぱいまで受けられるよ!まだ装
着していないワンちゃんの飼い主さん
は、この機会に装着してあげてね。備え
あれば憂いなしだワン!
県に協力してくれている団体さんが作成
した、ペット防災の準備の大切さを伝える
絵本「君とずっと一緒にいたいから」も、県
のインターネット上の放
送局「かなチャンＴＶ」で
紹介されるんだって♪楽
しみだワン
詳しくは　   で確認して
みてね。

ブッチー
コラム

※上記補助は、県内（横浜・川崎・相模原・横須賀市
　を除く）在住の方が対象です。

●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への寄付

動物愛護の取り組みに寄付をお願いします。

国境､年代､性別やハンディも超えて｢音
楽｣と｢こころ｣で繋がるダンスプロジェクト

“CONNECTED”を、ダンススタジオ
DANCE WORKSの協力のもと実施して
きました｡ただ単純に｢ダンスをやりたい！｣と
いう思いのもとに集まった参加者たちが､
音楽とダンスを分かち合う(share)空間で
す｡ダンスのうまい下手も､ハンディがある
なしも関係ありません｡その人にしか出せな
いダンスを解放し､シェアし､認め合ってい
ます｡私たちは､なにかをシェアし､繋がって
いることを忘れずに。そして､お互いを認め
合える社会をみんなで作っていきましょう。

（UNO：ダンサー）

ともに生きる社会かながわ憲章

メッセージバトン

問合せ■県共生社会推進課☎045(210)4961

※憲章に
ついては

メッセージバトン
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県立職業技術校4月入校生2次募集

募集校 ▼東部校、西部校　対象 ▼求職中
の方　選考日 ▼3月26日㈫　募集期限 ▼

3月22日　募集案内 ▼各ハローワーク等
で配布中、 にも掲載
問合せ ▼県産業人材課☎045（210）5715

前期技能検定試験

試験日 ▼ 6月7日～9月10日のうち指定
する日　申込期間 ▼4月3～16日　申込
書 ▼県職業能力開発協会☎045（633）
5419等で3月上旬から配布
問合せ ▼前記か県産業人材課☎045（210）
5720

非常勤職員募集（障害のある方）

勤務形態・募集人数 ▼非常勤5人　職務内
容 ▼文書集荷・発送、印刷・封入作業等　
対象 ▼県内在住で知的・精神障害のある方
雇用期間 ▼6月1日～2020年3月31日　
応募期限 ▼3月15日（必着）　募集案内 ▼

県政情報センター等で配布中、 にも掲
載　※応募資格等詳しくは か問合せ
問合せ ▼県人事課☎045（210）2165

警察官募集

試験区分 ▼ A（男性180人、女性30人）
1984年4月2日以降に生まれた、大学卒業
か2020年3月までに卒業見込みの方 ▽B
（男性70人、女性20人）1984年4月2日～
2001年4月1日に生まれた方（上記区分
Aに該当する方および2020年3月までに
高等学校卒業見込みの方を除く） ▽術科
A（柔道3人、剣道3人）  ※受験資格は受験
案内参照　1次試験日 ▼5月12日㈰ 青山
学院大学相模原キャンパス（相模原市中
央区）　受付期間 ▼3月8日～4月1日（電
子申請は4月9日17時受信まで）　受験案
内 ▼県内の各警察署・交番等の警察機関、
県東京事務所で配布中、 にも掲載
問合せ ▼県警察本部警務課 フリー（0120）
034145

臨時的任用職員の募集

職種 ▼福祉職　勤務地 ▼県立の児童相談
所、障害者支援施設等　対象 ▼社会福祉
主事任用資格を有する方等  ※応募方法
等詳しくは か問合せ
問合せ ▼福祉子どもみらい局総務室☎
045（210）3615

試験・募集
水の作文コンクール作品募集

テーマ ▼水について
考える　対象 ▼2019
年度に県内在住・在
学の中学生　応募方
法 ▼郵送か持参で400字詰め原稿用紙4
枚以内に題名（自由）と名□（ふりがな）、学
校名（ふりがな）、学年を明記し、5月10日
（必着）までに県土地水資源対策課☎045
（285）0049へ

県の計画案等にご意見を 

県は、｢重要な計画等｣や｢規則｣などの策
定・制定・改定等をする際に、｢県民意見反
映手続（パブリック・コメント）｣を実施し
ています。内容は、県政情報センター、各
地域県政情報コーナー等で閲覧できるほ
か、 に掲載しています。
問合せ ▼県情報公開広聴課☎045（210）
3672

計画の進
し ん
捗
ちょく
状況にご意見を

●県環境基本計画　進捗状況は県政情報
センターや 等で公表しています。
意見の提出方法 ▼ かファクス、郵送
で3月30日までに県環境計画課☎045
（210）40656045（210）8952へ

県立高校等の社会人聴講生募集

内容 ▼社会人の学び直しの機会として、
県立高校等の授業の一部を生徒とともに
聴講  ※受講料、申込期間は各校で異な
ります　募集要項 ▼各県立高校、県政情
報センター等で配布中、 にも掲載
問合せ ▼県高校教育課☎045（210）8254

文化芸術活動団体事業補助金 

文化芸術活動の活性
化や文化芸術の振興
を目的として県内で
行われる、県民を対
象とした公演、展示、
ワークショップ等の経費の一部を県が補
助します。 ※実施内容・対象団体等条件
あり、詳しくは か問合せ　募集期限

▼ 3月15日（必着）　募集案内 ▼ に掲
載
問合せ ▼県文化課☎045（210）3808

マグカル・アカデミー生徒募集

舞台人材育成のた
め、歌・ダンス・演技
の実践的なレッス
ンを行う｢マグカル・
パフォーミングアー
ツ・アカデミー｣の生
徒を募集します。
対象 ▼ 2019年4月1日現在15～25歳の
方30人　申込期限 ▼4月15日　※申込
方法等詳しくは か問合せ
問合せ ▼県文化課紅葉ケ丘駐在事務所（県
立青少年センター内）☎045（263）4475

お知らせ
地価公示価格の閲覧

地価公示価格（2019年1月1日現在）は、
県政情報センター、各地域県政情報コー
ナー、市区町村の担当窓口や 等で3月
下旬から閲覧できます。
問合せ ▼ 県土地水資源対策課☎045
（210）3111

県知事・県議会議員選挙のお知らせ

4月7日は県知事選挙・県議会議員選挙が
行われます。県議会議員選挙の定数・選挙
区名称については、次のとおり変更され
ます。
定数変更 ▼横浜市港南区3人→2人、川崎
市川崎区、高津区各2人→各3人　名称変
更 ▼南足柄市選挙区と足柄上選挙区（合
区）→南足柄市・足柄上選挙区（定数1人）  
※詳しくは か問合せ
●街頭啓発  日程 ▼ 3月30日㈯13～19
時 横浜ランドマークプラザ（横浜市西
区）
問合せ ▼県選挙管理委員会☎045（210）
3179

保育士就職準備金貸付

1年以上ブランクのある保育士で県内の
保育所等に就職予定の方に、必要な資金
を貸し付けます。
限度額 ▼20万円（無利子）　※2年間保育
業務に従事した場合は返還免除、詳しく
は か問合せ
問合せ ▼かながわ福祉人材センター☎
045（312）4816
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警察官の巡回連絡にご協力を

交番や駐在所の警察
官が皆さんの家庭等
を訪問し、犯罪等の
被害に遭わないため
に必要な情報を提供
するほか、皆さんが
不安に思うことや要望・意見を伺います。
訪問の際は、災害や事件・事故、迷子や高
齢者の方を保護したときの緊急連絡に役
立てる｢巡回連絡カード｣の記入にご協力
ください。
問合せ ▼ 最寄りの警察署、交番・駐在所
か県警察本部地域指導課☎045（211）
1212内線3574

小規模企業者を応援します

対象 ▼ 従業員数50人以下の企業者、創
業者等　内容 ▼創業や経営の革新に必
要な新品設備の貸与（割賦年利1.15％・
1.6％・1.9％、月額リース料率0.971～
2.963％）　貸与期間 ▼10年以内で原則
として耐用年数の期間以内　限度額 ▼1
億円　※詳しくは か問合せ
問合せ ▼（公財）神奈川産業振興センター
☎045（633）5066か県金融課☎045
（210）5681

地方分権出前講座

皆さんの集まりの場に県職員を無料で派
遣し、地方分権改革の状況等について分
かりやすくお話しします。
対象 ▼ 5人以上の団体・グループ等　
※申込方法等詳しくは か問合せ
問合せ ▼県広域連携課☎045（210）3149

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

電車内犯罪の取り締まり強化

新年度・新学期に向けて、県警察（鉄道警
察隊）は、電車内や駅構内における痴漢・
盗撮などの各種犯罪の取り締まりを強化
します。また｢電車内痴漢等迷惑行為相談
所｣では、痴漢などの被害に遭って困って
いる方の相談を電話や来所等で受け付け
ています。原則、女性警察官が24時間体
制で対応しています。
問合せ ▼同相談所（県警察鉄道警察隊内）
☎045（461）0110

自動車の移転・住所変更登録

自動車税は4月1日現在の所有者に課税
されます。自動車の売買、譲渡、廃車、住所
等の変更をされた方やこれから予定され
ている方は、管轄の運輸支局または自動
車検査登録事務所で登録手続きを忘れず
に行ってください。また、住所変更の登録
手続きがすぐにできない場合、 ｢県税
便利帳｣から自動車税納税通知書の送付
先変更手続きをお願いします。
問合せ ▼自動車登録手続きヘルプデスク
（自動音声案内） 神奈川運輸支局☎050
（5540）2035、川崎自動車検査登録事務
所☎050（5540）2036、相模自動車検
査登録事務所☎050（5540）2037、湘
南自動車検査登録事務所☎050（5540）
2038 ▽自動車税については自動車税
コールセンター☎045（973）7110

かながわ生きもの調査

県内に生息する里山
の生き物や外来種に
関する調査を始めま
した。スマートフォ
ンやタブレットで生
き物を撮影し、投稿することで調査に参
加できます。  ※詳しくは か問合せ
問合せ ▼県自然環境保全課☎045（210）
4310

｢県のたより｣点字版・録音版

目の不自由な方のために、｢県のたより｣
の点字版と録音版を作成しています。録
音版にはカセットテープ版とCD（デイ
ジー）版があります。身体障害者手帳をお
持ちの方に、ご希望によりいずれかをお
送りします。
申込み ▼ 電話で県知事室☎045（210）
3662へ

県戦没者追悼式

日程 ▼ 5月10日㈮14～15時 神奈川県
民ホール　対象 ▼県内在住で①市在住
遺族の方②町村在住遺族の方③遺族以外
の方
申込み ▼電話で①②は3月20日までに①
は市･区役所の援護担当課②は県の各保
健福祉事務所③は4月26日までに県生活
援護課☎045(210)4903へ

戦没者名簿への新規記名

戦没者・戦災死者のお名前を戦没者名簿
に記名し、県戦没者慰霊堂に納めます。
対象 ▼県内に本籍があるか、遺族が県内
に在住している戦没者・戦災死者
申込み ▼電話で3月20日までに県生活援
護課☎045（210）4903へ

井戸水の定期的な水質検査を

細菌や化学物質に
よる井戸水の汚染
は、日常の管理や点
検だけでは気付け
ません。井戸の所有
者・管理者は定期的
に水質検査を行うなど、適正な管理に努
めてください。
問合せ ▼ 市区域は保健所等か市役所、
町村区域は県の各保健福祉事務所（寒川
町は茅ケ崎市保健所）か県生活衛生課☎
045（210）4955

L
ラ イ ン
INE P

ペ イ
ayで県税を納付できます

県税の納付方法として、送金・決済サービ
スLINE Payで、お支払いができるように
なりました。スマートフォンアプリを利
用し、納付書のバーコードを読み込むこ
とで簡単にお支払いができます。手数料
のご負担もありません。
取扱税目 ▼自動車税、個人事業税、不動産
取得税  ※いずれも納付額5万円未満に
限る、詳しくは か問合せ
問合せ ▼県税務指導課☎045（210）2332

農地を借りたい・貸したい方

農地の規模を拡大したい方や農業に新規
参入しようとする方に農地をお貸ししま
す。また、農地を貸したい方も募集してい
ます。
募集案内 ▼ に掲載　※詳しくは問合せ
問合せ ▼（公社）県農業公社☎045（651）
1703

中小企業制度融資

●資金繰り応援融資　対象 ▼経済環境
の変動による影響等により、最近3カ月
間又は6カ月間の売上高又は売上総利益
額（粗利益）の合計が、前年同期比で5％
以上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2年以内・年1.3％以内 ▽5年以内・年
1.5％以内 ▽10年以内・年1.8％以内　限
度額 ▼8000万円　※県信用保証協会の
保証が必要（要保証料）、詳しくは か
問合せ
申込み ▼取扱金融機関へ　問合せ ▼県金
融課☎045（210）5695

生活支援ロボット体験施設

アイクロス湘南（藤沢市）内の｢ロボテラ
ス｣では、居住空間に近い環境で30種以
上の生活支援ロボットを体験できます。  
※申込不要、詳しくは か問合せ
問合せ ▼県産業振興課海老名駐在事務所
☎046（236）1577

スキルアップセミナー募集

県立職業技術校等では中小企業等に在
職中の方を対象に、さまざまな専門分野
のセミナーを開催しています。業務の充
実・向上のために、ぜひご活用ください。 
※詳しくは か問合せ
問合せ ▼県産業人材課☎045（210）5715

職業訓練説明会

求職中の方を対象に、県内の職業訓練情
報をわかりやすく紹介します。

日程 場所

4月 5日13時 ハローワーク川崎
15日14時 ハローワーク相模原

※申込不要、詳しくは か問合せ
問合せ ▼県人材育成支援センター☎045
（363）1234

春のダイヤモンド富士

富士山頂に太陽が
重なり輝く瞬間を
｢ダイヤモンド富
士｣といいます。県
立大磯城山公園に
おいて鑑賞できる
機会は春と秋の年
2回で、今回は4月10日㈬17時50分頃の
予定です。 ※気候条件等により鑑賞で
きない場合あり、詳しくは か問合せ
問合せ ▼同園☎0463（61）0355

契約前に建築士等の確認を

一定規模以上の建築物の設計・工事監理
は、建築士が行わなければなりません。個
人・法人を問わず、建築主となる方は、設
計・工事監理の契約時に、建築士免許証
（証明書）の提示と、重要事項説明を受け
ましょう。
問合せ ▼県建築安全課☎045（210）6262

文化財の損傷行為は違法です

県は4月に文化財保護条例を改正し、県
民共有の財産である県指定重要文化財な
どを傷つける行為等に対する罰則を強化
します。改正後は、違反者に対して30万
円（所有者の場合は15万円）以下の罰金
等が科されます。
問合せ ▼県文化遺産課☎045（210）8359

ひとり親家庭総合情報支援サイト

｢カナ・カモミール｣では、ひとり親家
庭の保護者や子どもたちへ、行政やNPO
等の支援情報を提供しています。児童扶
養手当等の各種手当や就業支援制度な
ど、さまざまな情報をご覧いただけます。
問合せ ▼ 県子ども支援課☎045（285）
0728
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県立愛川ふれあいの村

●あいかわ森のようちえん　日程 ▼5月
12日㈰10時～14時30分　内容 ▼野あ
そび、たき火等の体験ほか　対象 ▼年中・
年長児と家族50人　費用 ▼1500円（3
歳～小学生1000円）
申込み ▼電話で4月15日までに同施設☎
046（281）1611へ

催し
日本大通りM

ミ
E-B

ビ ョ ウ
YOフェスタ

日程 ▼3月17日㈰
10～16時 日本大
通り（横浜市中区）
内容 ▼血管年齢や
ストレスの測定
等、未病を見える
化する商品・サービスの体験ほか　※申
込不要
問合せ ▼ 県ヘルスケア・ニューフロン
ティア推進本部室☎045（210）2715

秦野戸川公園チューリップフェア

日程 ▼ 4月6～21日10～15時　内容 ▼

約7万本のチューリップの開花にあわせ
て各種イベントを開催　※詳しくは
か問合せ
問合せ ▼同園☎0463（87）9020

現在・過去・未来「てんこもり」

●スタジオ「HIKARI」リニューアル記念
ダンス公演　日程 ▼3月19日19時30分

▽20日19時30分 ▽21日15時 県立青
少年センター　出演 ▼森下真樹ほか　定
員 ▼各132人　料金 ▼3500円（当日券
3800円、高校生以下1500円）　※未就
学児入場不可、詳しくは か問合せ
申込み ▼電話か でチケットかながわ
☎（0570）015415へ　問合せ ▼県文化
課紅葉ケ丘駐在事務所（県立青少年セン
ター内）☎045（263）4475

チェンバロの魅力

日程 ▼3月27日㈬14時 神
奈川県民ホール　内容 ▼

チェンバロ奏者・大塚直哉
による演奏とお話　曲目

▼ルイ・クープラン｢組曲
ニ短調｣ほか　定員 ▼400
人　料金 ▼2000円（24歳以下の学生
1500円）  ※未就学児入場不可
申込み ▼電話か で3月26日までにチ
ケットかながわ☎（0570）015415へ　
問合せ ▼同ホール事業課☎045（633）
3721

高等学校等就学支援金

高等学校等に在学中
または入学予定の生
徒に対し、授業料に
充てるための返還不
要の支援金を支給し
ます（申請が必要）。
2019年度から、申請には原則として保
護者等のマイナンバーが分かる書類の提
出が必要になります。
対象 ▼保護者等の都道府県民税所得割額
と市町村民税所得割額の合算額が50万
7000円未満（年収約910万円未満）の世
帯の生徒
申込み ▼在学または入学先の高等学校
等へ　問合せ ▼（公立）県教育局財務課☎
045（210）8113 ▽（私立）県私学振興課
☎045（210）3793

施設情報
休は3月1日～4月15日までの休館日
等を記載しています（ ）
文化

県立歴史博物館

●県博講座「横浜浮世絵とはなにか」　日
程 ▼5月11・25日、6月8・22日（土曜全4
回）14～16時　内容 ▼4人の講師による
連続講座　定員 ▼70人　※初回受講日
の特別展観覧券が必要
●講演会「私と横浜」　日程 ▼5月12日14
～16時　講師 ▼（公社）川崎・砂子の里資
料館館長・斎藤文夫氏　定員 ▼70人　
※当日の特別展観覧券が必要
申込み ▼ いずれも か往復はがきで
〒住名□□□（ふりがな）☎□と講座名を明記し、
4月17日（必着）までに同館企画普及課
〒231-0006横浜市中区南仲通5-60☎
045（201）0926へ
休月曜、3月19日、4月9日

あーすぷらざ

●映画｢リベリアの白い血｣　日程 ▼3月
16日㈯10時、13時、16時　内容 ▼ニュー
ヨークとアフリカを舞台に日本人監督が
描く「移民」の物語　定員 ▼当日受付各
120人　費用 ▼400円（小・中学生100円）
問合せ ▼☎045（896）2121

県立公文書館

4月1～15日は蔵書点検のため、閲覧室
は休室となります。資料等の閲覧はでき
ません。
問合せ ▼☎045（364）4461
休月曜、3月21日

県立図書館

●図書館大公開～本が棚に並ぶまで　日
程 ▼4月14日㈰14～16時　内容 ▼資料
の選定や受け入れ・整理など、図書館業務
を見学する　定員 ▼30人
申込み ▼ か往復はがきで〒住名□□□（ふ
りがな）☎□と講座名を明記し、3月5日～4
月3日（必着）に同館図書課〒220-8585

（所在地省略可）☎045（263）5921へ
休月曜、3月14日、4月11日

県立近代美術館 葉山

●企画展｢堀内正和展 おもしろ楽しい
心と形｣　期間 ▼3月24日まで
●コレクション展｢モダンなフォルム｣　
期間 ▼3月24日まで
問合せ ▼☎046（875）2800
休月曜、3月25日～4月5日

県立生命の星・地球博物館

●講座「植物図鑑の使い方～春の花編」　
日程 ▼4月20日㈯10～15時　内容 ▼身
近な花の名前調べを通じて、植物図鑑の
使い方と調べるコツを学ぶ　対象 ▼小学
4年生以上30人（小学生は保護者同伴）
申込み ▼ か往復はがきで代表者の
〒住名年☎□□□□□と全員の名年□□、講座名を明記
し、4月2日までに同館〒250-0031小田
原市入生田499☎0465（21）1515へ
休月曜、3月12・22日、4月9日

自然・スポーツ
花菜ガーデン

4月1日は平塚市民感謝の
日につき、来園者の入園料
金を100円割引します。
①イースターのドアリース作り　日程 ▼

4月6日13～15時　内容 ▼プロのフラ
ワーデザイナーによるフラワーアレンジ
レッスン　対象 ▼小学生以上20人（小学
生は保護者同伴）　費用 ▼3500円　②
エビネ展示会　期間 ▼4月9～14日（9日
は10時から、14日は16時まで）
申込み ▼①は か往復はがきで〒住名□□□
☎□と人数、催し名を明記し、3月15日（必
着）までに同園〒259-1215平塚市寺田
縄496-1☎0463（73）6170へ

自然環境保全センター

●救護動物特別公開　日程 ▼3月24日㈰
13時30分～15時30分　内容 ▼保護し
た野生動物を見学し、救護の現状を知る  
※当日受付、悪天候等中止
問合せ ▼☎046（248）6682
休月曜、3月22日

みやがせフェスタ春 in 宮ケ瀬

日程 ▼4月14日㈰11～15時 宮ケ瀬湖畔
園地（清川村）　内容 ▼ステージ、ボルダ
リング体験、飲食ブース等　※申込不要
問合せ ▼みやがせミーヤ館☎046（288）
3600か県土地水資源対策課☎045
（210）3124

ふれあい動物広場

日程 ▼ 3月24日㈰10～15時 花菜ガー
デン  ※雨天時は30日㈯に延期　内容 ▼

ポニーの乗馬体験、ウサギやヒツジとの
ふれあい、餌やり体験　※当日受付、詳し
くは か問合せ
問合せ ▼県農政課☎045（210）4407

横浜の歴史巡り商店街ツアー

日程 ▼ 3月24日㈰
9時にみなとみら
い線・馬車道駅集合
～13時　内容 ▼歴
史ガイドと馬車道・
伊勢佐木町巡り、横浜橋で買ったお惣菜
でお弁当づくり　定員 ▼30人　費用 ▼

2000円（白飯と弁当ケースつき）　※別
途交通費が必要
申込み ▼ 電話かファクスで〒住名☎□□□□を
明記し、3月15日までに（公社）商連かな
がわ☎045（633）51846045（633）
5185へ

県立大磯城山公園の催し

●水彩画と似顔絵の二人展　期間 ▼3月
21～23日9～17時（23日は16時まで）
内容 ▼風景水彩画家・川崎尚人氏と似顔
絵画家・田中みのる氏による展示、似顔絵
コーナー　※詳しくは か問合せ
●盆栽展　期間 ▼3月28～31日9～17
時（31日は15時30分まで）　内容 ▼大磯
の盆栽愛好家による盆栽の展示、即売会  
※詳しくは か問合せ
●茶道出会い教室　園内の茶室「城山庵」
で茶道教室を随時開催します。茶道の基
本的な作法を習う2時間コースと、気軽
に体験できる1時間コースがあります。  
※希望日の7日前までに申込み、費用・申
込方法等詳しくは か問合せ
問合せ ▼同園☎0463（61）0355

東京2020大会500日前記念イベント

日程 ▼ 3月16日㈯13時30分～16時 秩
父宮記念体育館（藤沢市）　内容 ▼東京
五輪音頭の練習会、東京2020マスコッ
トの登場、県内4競技の紹介等　※入場
自由
問合せ ▼県オリンピック・パラリンピッ
ク課☎045（285）0787

5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）
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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）
〈知事の提案説明と代表質問〉
  6日　18:20～20:00
  7日　18:30～19:50
〈予算委員会〉
25日　18:30～20:35
26日　18:25～20:00
27日　18:25～20:00

問合せ
■県議会番組については県政策調査課
☎045(210)7568
■その他の番組については県知事室
☎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

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）

  3日　かながわ商店街大賞
10日　ぶらり相模線の旅
17日　県境を行く
24日　箱根ジオパーク
31日　ブルーマンデー対策

３月の
TV＆ラジオ

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

3月6日～3月19日 100円 777万円×4本
3月13日～3月31日
(春きらきらくじ) 200円

3000万円×2本
(1等前後賞合わ
せて5000万円)

3月13日～3月31日
(スクラッチ) 200円 100万円×40本

●全国自治宝くじ
発売期間 単価 １等賞金×本数

3月6日～3月19日
(スクラッチ) 200円 50万円×108本
3月20日～3月31日
(スクラッチ) 200円 500万円×7本
3月20日～3月31日
(スクラッチ) 200円 30万円×175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。
お求めはお近くの宝くじ売り場で。

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）

  2日　新高校生へのメッセージ
  9日　かながわ商店街大賞
16日　　　　　　　　　 より
    　　神奈川県っていつできたの?
23日　箱根ジオパーク
30日　ブルーマンデー対策

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。

★必要事項凡例  〒□ ▼郵便番号  住□ ▼住所  名□ ▼氏名  年□ ▼年齢  性□ ▼性別  ☎□ ▼電話番号かながわ県のたより 平成31（2019）年 3月号 No.767

県立職業技術校の講習会

●東部校〒230-0034
横浜市鶴見区寛政町
28-2☎045（504）3101
日程 ▼①調理員ステッ
プアップ 5月12・25日
（全2回）②ビル設備実
務基礎 5月15・22日
（水曜全2回）いずれも8時50分～16時
10分　定員 ▼①15人②10人　費用 ▼各
2000円
申込み ▼ 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、
4月15日（必着）までに同校へ　※就業中
の方優先、このほかの講習会については

か問合せ

ティーチャーズカレッジ

日程 ▼ 8月～2020年3月 県立総合教育
センター善行庁舎　内容 ▼現場教員等に
よる講座、学校現場体験　対象 ▼①チャ
レンジコース 2020年度県公立学校教員
採用候補者選考試験を受験予定の方で小
学校130人、特別支援学校20人、中学校
または高校英語20人②オープンコース 
教員志望者200人　費用 ▼各9000円　
申込期限 ▼①5月14日（電子申請は15日
まで）②5月28日（電子申請は29日まで）
募集要項 ▼4月上旬から県政情報セン
ター・各教育事務所等で配布、 にも掲
載　※説明会を4月14・21日の各10・14
時に実施、詳しくは か問合せ
問合せ ▼県立総合教育センター☎0466
（81）0253

オストメイト講演会

日程 ▼ 4月14日㈰13時30分～16時30
分 海老名市総合福祉会館　内容 ▼講演
会、個別相談会、グループ懇談、補装具の
展示　対象 ▼県内在住のオストメイトと
その家族等　※申込不要
問合せ ▼ 県障害福祉課☎045（210）
4709

相談
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。
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　受付日時 ▼月～木曜（祝・
休日を除く）8時30分～12時、13～17時
（相談電話は16時30分まで）　※キッズ
コーナーあり

講座
県立国際言語文化アカデミア

4月開講講座 ▼ 外国語を使ってボラン
ティアを目指す ▽英語（基本Ⅰ・発展Ⅰ）

▽中国語（初歩Ⅰ・基本Ⅰ・発展Ⅰ） ▽スペ
イン語（初歩Ⅰ・基本Ⅰ・発展Ⅰ） ▽フラン
ス語（初歩Ⅰ・基本Ⅰ・発展Ⅰ）　申込期限

▼3月15日　※申込期限必着、内容・費
用・申込方法等詳しくは か問合せ
問合せ ▼同アカデミア☎045（896）1091

要約筆記者養成講習会

日程 ▼ 4月18日～2020年1月23日（全
42回） 県聴覚障害者福祉センター　コー
ス ▼手書き、パソコン　対象 ▼県内（横浜・
川崎・相模原・横須賀市を除く）在住で20
歳以上の方各13人　申込期限 ▼3月31日
（必着）　募集案内 ▼同センター☎0466
（27）1911で配布中、 にも掲載

未病サポーター特別研修会

日程 ▼ 3月21日（木・祝）14時～16時30
分 県総合医療会館（横浜市中区）　内容

▼未病改善に役立つ講義と実技、女優・紺
野美沙子氏による特別講演　定員 ▼300
人
申込み ▼ 電話かファクスで〒住名年性□□□□□
☎□と講座名、電子メールアドレスを明記
し、3月15日までに（公財）かながわ健康
財団☎045（243）50216045（243）
5032へ

てんかんの研修会・公開講座

日程 ▼ 3月24日㈰①13時～14時10分
②14時20分～16時30分 小田原お堀端
コンベンションホール　内容 ▼①てんか
ん医療についての研修会②子どもや高齢
者のてんかんに関する講演　講師 ▼①聖
マリアンナ医科大学病院看護師長・福澤
知子氏ほか②北里大学病院教授・岩﨑俊
之氏ほか　定員 ▼当日受付各150人
問合せ ▼聖マリアンナ医科大学病院☎
044（977）8111内線80605

ペットの防災セミナー

日程 ▼ 3月17日㈰
14時～16時30分 
鎌倉市福祉セン
ター　テーマ ▼災
害時に大切なペッ
トの命を守るため
飼い主が備えておくべきこと　定員 ▼

当日受付180人  ※詳しくは か問
合せ
問合せ ▼県鎌倉保健福祉事務所環境衛生
課☎0467（24）3900内線262

こころとくらしの相談会

こころの病、借金、生活苦等、どこに相談
したらよいか分からないさまざまな相談
に、多職種の専門相談員が面接（要予約）
でお応えします。
日程 ▼3月19日㈫17～19時 茅ケ崎市保
健所　定員 ▼12組
申込み ▼電話かファクスで名☎□□と在住
市町村名を明記し、3月15日までに県精
神保健福祉センター相談課☎045（821）
88226045（821）1711へ

4月の女性労働相談

働く女性が直面する労働問題の相談に、
①女性職員が電話や面接（予約不要）で、
②③女性弁護士が面接（要予約）でお応え
します。
相談日時 ▼①4月5・12・19日8時30分～
12時、13時～17時15分②18日13～16
時③26日13～16時　場所 ▼①③マザー
ズハローワーク横浜内相談室（横浜市西
区）②マザーズハローワーク相模原内相
談室（相模原市南区）　相談電話 ▼①☎
045（320）0335　定員 ▼②2人③3人
面接予約 ▼②③は電話で各実施日の前日
までに、②は、かながわ労働センター県央
支所（厚木）☎046（296）7311③は同セ
ンター（横浜）☎045（662）6110へ

ベトナム語による労働相談

労働問題について、専門の相談員と通訳
が電話や面接（予約不要）でお応えします。
相談日時 ▼毎月第2・4木曜（祝・休日を除
く）13～16時　場所 ▼かながわ労働セ
ンター（横浜）　相談電話 ▼☎045（633）
2030

65歳からの暮らし方相談

●セカンドライフ応援コンシェルジュ　
シニアの皆さんの就労を含めた退職後の
過ごし方や社会参加等の疑問・悩みに面
接（要予約）でお応えします。
相談日 ▼毎週火・木・土（祝・休日を除く）　
場所 ▼シニア・ジョブスタイル・かながわ
（横浜）　※相談時間は問合せ
面接予約 ▼電話で各実施日の前日まで
に県生涯現役促進協議会☎045（228）
7061へ　問合せ ▼前記か県雇用対策課
☎045（210）5867

妊娠SOSかながわ

思いがけない妊娠の戸惑いや出産への不
安など、妊娠や出産の悩みに専門の相談
員が電話でお応えします。
相談日時 ▼ 水・木曜（祝・休日を除く）9
～12時、13～16時　相談電話 ▼☎046
（263）2720
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