
　自動車の譲渡・廃車などの
　手続はお早めに
自動車税は、毎年4月1日現在に自動車をお持ちの方に課税
されます。お持ちの自動車を譲渡（下取りに出すなど）・廃車
した時、又は住所を変更した時には、必ず運輸支局で必要
な手続をお早めに行ってください。
なお、平成31年度の納税通知書は、5月7日㊋に発送する
予定です。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/

▽問合せ＝税務課☎052（954）6052

　3月4日～10日は「ヘルプマーク
　普及強化週間」です
本県では、外見からは分からなくても援助や配慮を必要とし
ている方のための「ヘルプマーク」を、市町村や県保健所の
窓口で配布しています。
この度、ヘルプマークPR動画の完成に合わせて、協力企業
等と連携し、県内各地で様々な啓発活動を実施します。
県民の皆様には、ヘルプマークを見かけたら、電車・バスの
中で席をお譲りいただくなど、「思いやりのある行動」をお願
いします。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
shogai/helpmark-kyokaweek.html

▽問合せ＝障害福祉課☎052（954）6294

　「愛知県医療療育総合センター」の
　開所について
心身障害者コロニーは、高度で専門的、かつ広域的な支援
に特化し、地域で生活する障害のある方々が必要な時に専
門的な医療・療育を受けられる拠点施設となる「医療療育
総合センター」として再編整備を進めてきました。
この度、平成28年に開所した「こばと棟」及び「リハビリセ
ンター棟」に続き、本館棟が竣工し、3月1日から「医療療育
総合センター」として、全面開所しました。
これを記念して内覧会を開催します。

▽日時＝3月16日㊏ 13時～16時

▽場所＝県医療療育総合センター（春日井市）

▽参加無料（事前申込不要）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/hsc/
kaishoshikiten.html

▽問合せ＝障害者施設整備室☎052（954）6293

　あいち航空ミュージアム
　「春休みイベント」の開催
あいち航空ミュージアムでは、春休み期間中、ドローンの操縦
体験イベント「ドローンを飛ばしてみよう！」を行います。ドロー
ンについて、基礎知識から実際の操縦まで楽しく学べます。
また、展示機内公開やフライングボックス特別上映など様々な
イベントも開催します。詳細はホームページでご確認ください。

▽開催期間＝3月21日㊍・㊗～4月7日㊐　

▽開館時間＝9時30分～17時（入場は16時30分まで）　

▽場所＝あいち航空ミュージアム（西春日井郡豊山町）

▽入館料＝大人1,000円、高・大生800円、小・中学生500円

▽ホームページ＝https://aichi-mof.com/

▽問合せ＝あいち航空ミュージアム☎0568（39）0283

　「あいち観光まちづくりフォーラム」
　の開催
本県の観光について、県民の皆様と一緒に考える場として
のフォーラムを開催します。学生から募った観光振興に資する
アイディアの最終選考や観光に関するパネルディスカッション
等、あいちの魅力を再発見できる内容となっております。ぜひ
ご参加ください。

▽日時＝3月14日㊍ 13時～17時　

▽場所＝ナディアパーク3階 デザインホール（名古屋市中区）

▽参加無料 ▽定員＝150名（応募者多数の場合は先着順）

▽申込方法＝3月11日㊊までに、氏名、電話番号等必要事
項を記入の上、FAX又はEメールで、あいち観光まちづ
くりフォーラム事務局（FAX05 2（20 3）86 3 4、Eメール
aichikanko@think-pp.co.jp）へお申し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/soshiki/
kanko/aichi-kanko-forum2019.html

▽問合せ＝観光振興課☎052（954）6854

　「愛知芸術文化センターリニューアル
　オープン記念イベント」の開催
愛知芸術文化センターでは、リニューアルオープン記念イベ
ントとして、芸術劇場大ホールでのオープンハウスやダンス・
ワークショップを行う他、美術館「アイチアートクロニクル1919
－2019」展トークイベントや、「あいちトリエンナーレ2019」概
要説明等を開催します。
普段は見ることのできない施設の裏側や、展覧会に行くなら
聞いておきたい話など、様々な魅力に触れることができます。

▽日時＝5月3日㊎・㊗ 10時～19時 

▽場所＝愛知芸術文化センター（名古屋市東区）

▽入場・参加無料（一部イベントは事前申込制）※詳細は
ホームページでご確認ください。

▽ホームページ＝https://www.aac.pref.aichi.jp/

▽問合せ＝愛知芸術文化センター☎052（971）5511 

　愛知県立芸術大学
　「第50回卒業演奏会」の開催
音楽学部の平成30年度卒業生から選抜された成績優秀者
によるソロ演奏や作曲作品の発表を行います。卒業後の活
躍が期待される若き演奏家たちの演奏をぜひ鑑賞ください。
また、当日はロビーで卒業論文のパネル展示も行います。

▽日時＝3月20日㊌ 第1部：15時開演（14時30分開場）、
第2部：18時45分開演（18時15分開場）

▽場所＝県芸術劇場コンサートホール（名古屋市東区）

▽入場無料（要整理券）※未就学児は入場不可

▽定員＝各部1,800名（全席自由）

▽整理券配布場所＝愛知芸術文化センタープレイガイド、県
立芸術大学芸術情報・広報課で無料配布中。

▽ホームページ＝http://www.aichi-fam-u.ac.jp/news/
topics_005197.html

▽問合せ＝県立芸術大学芸術情報・広報課☎0561（76）2873

　「家具固定推進員派遣先」の募集

本県では、南海トラフ地震等の大規模地震に備え、地域にお
ける家具固定を促進するため、家具固定推進員を地域の講
習会やイベント、防災訓練等に派遣し、家具固定器具の取付
実演や啓発活動を実施しています。

▽募集期間＝3月12日㊋～平成32年2月17日㊊

▽派遣期間＝4月12日㊎～平成32年3月17日㊋

▽派遣対象＝県内の市町村や自主防災組織、学校、企業、
地域団体等が主催し、概ね10名以上の参加が見込まれる
イベントなど

▽派遣無料（会場の使用料等については申込者負担）

▽ホームページ＝https://www.pref .aichi . jp/soshiki/
bosai/h31kagukoteisuishininhaken.html

▽問合せ＝防災危機管理課☎052（954）6700

　「もりの学舎まつり」の開催

環境学習施設「もりの学舎（まなびや）」では、五感を使って
自然を楽しむ「もりの学舎まつり」を開催します。

▽日時＝3月17日㊐ 11時～15時

▽場所＝もりの学舎（モリコロパーク内（長久手市））

▽内容＝キッズインタープリターによる自然体感プログラム、指令
書をもとに森を探検するゲーム、その他様々な自然遊びや森の
ミニコンサートなど。※詳細はホームページでご確認ください。

▽参加無料

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kankyokatsudo/h31fes.html

▽問合せ＝環境活動推進課☎052（972）9011

　「愛知県認知症施策推進条例」
　啓発イベントの開催
認知症に関する知識・理解を深め、平成30年12月に制定し
た「愛知県認知症施策推進条例」について知っていただ
くため、啓発イベントを開催します。

▽日時＝3月21日㊍・㊗ 11時～16時

▽場所＝イオンモール名古屋茶屋（名古屋市港区）

▽内容＝①認知症セミナー、②認知症予防体操教室、③あ
いち認知症パートナー大学による取組発表、④認知症に関
するパネル展示など

▽参加無料

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
iryofukushi/0316.html

▽問合せ＝地域包括ケア・認知症対策室☎052（954）6310

　「あいちアール・ブリュット優秀作品
　特別展」の開催
昨年9月に開催した「あいちアール・ブリュット展」
の作品の中から選ばれた優秀作品30点と、
展示作品をデザインして制作された企業のノベルティグッズ

とその原画などを展示します。また、芸術の専門家を障害者
施設に招いてアート作品を制作する「出前講座」での制作
作品なども展示します。

▽日時＝3月12日㊋～17日㊐ 10時～18時（17日㊐は10時～
17時）

▽場所＝名古屋市民ギャラリー矢田（名古屋市東区）

▽入場無料

▽ホームページ＝http://www.aichi-artbrut.jp/

▽問合せ＝障害福祉課☎052（954）6697

　「春のふれあい感謝祭」の開催

薬草にふれあいながら心と体の健康づくりを考える「春のふ
れあい感謝祭」を開催します。芝生広場にて桜の植樹も行
います。ぜひこの機会に薬草を身近に感じてください。

▽日時＝3月10日㊐ 10時～15時

▽場所＝あいち健康の森薬草園（大府市）

▽主な内容＝①ヨモギの石けん作り、②クローバーのしおり
作り、③薬草クイズラリー、④しゃぼん玉遊び隊、⑤焼き芋や
野菜等の販売、⑥マイ健康度チェックなど

▽参加無料

▽ホームページ＝http://www.yakusouen.jp/　

▽問合せ＝あいち健康の森薬草園☎0562（43）0021

　「輝く女性ソーシャルビジネス　プランコンテストあいち2018」
　成果発表会の参加者募集
女性を対象としたソーシャルビジネスプランコンテストに
おいて、昨年10月に知事賞を受賞した3名が、約半年間の
伴走支援によりブラッシュアップしたビジネスプランを発表
します。

▽日時＝3月19日㊋ 13時30分～16時30分

▽場所＝県三の丸庁舎（名古屋市中区）

▽参加無料 ▽定員＝100名（事前申込制・先着順）

▽申込方法＝3月14日㊍までに、ホームページの申込フォー
ムよりお申し込みいただくか、氏名、所属、連絡先、Eメールを
記入の上、FAX又はEメールで、産業労働政策課（FAX
052（954）6923、Eメールsanro- seisaku@pref .a ichi .
lg.jp）へお申し込みください。

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/site/womenomics/

▽問合せ＝産業労働政策課☎052（954）6330

　平成31年度「新あいち創造研究開発
　補助金」の公募及び説明会の開催
本県では、次世代自動車などの今後の成長が見込まれる
分野等で、企業等が行う研究開発・実証実験を支援する
「新あいち創造研究開発補助金」について、平成31年度の
公募を行います。
詳細は、公募説明会（要事前申込）にご参加いただくか、
ホームページでご確認ください。

▽公募期間＝3月15日㊎～4月3日㊌

▽説明会日程・場所＝

※各回とも13時30分～15時

▽ホームページ＝https://www.pref .a ichi . jp/site/
shin-aichi/koubo31.html

▽問合せ＝産業科学技術課☎052（954）6370

お知らせ

■平成31年度愛知県食品衛生監視指導計画（案）

▽意見募集期間＝3月8日㊎まで

▽問合せ＝生活衛生課☎052（954）6249
■愛知県賃貸住宅供給促進計画（案）

▽意見募集期間＝3月19日㊋まで

▽問合せ＝住宅計画課☎052（954）6567

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/0000008347.html

県民の皆様からのご意見を以下のとおり募集しています。
資料は問合せ先の課、お近くの県民相談・情報センター及び
各県民相談室で閲覧できる他、県のホームページからも
ご覧いただけます。

県 民 意 見 募 集

2005年に開催された愛知万博を記念して、「環境」「交流」「市民参加」をテーマに、
「モリコロパーク春まつり」を開催します。
自然素材やフェアトレード品などを使った各種体験プログラム、子どもたちを中心
とした歌やダンス、演奏を披露するステージのほか、モリコログッズがもらえる体験
プログラムのスタンプラリーなど、楽しいイベントがいっぱいです。
春の一日、モリコロパークに遊びに来ませんか？

「モリコロパーク春まつり」を開催します！　「モリコロパーク春まつり」を開催します！　

行催事・募集

自殺を考えている方は、「眠れない」「食欲がない」などの危険を示すサインを発していることが多いといわれています。こうし
たサインに、周囲の人がゲートキーパー（命の門番）として早期に気づき、声をかけることや、専門の相談窓口へつなぐこと
が自殺を防ぐための大切な一歩となります。
県では、自殺対策強化月間に合わせ、こころの悩みに関する電話相談の受付時間延長や、県民の皆様にこころの健康に関
心をもっていただくための企画展を実施します。

ひとりじゃないよ。ひとりにしないよ。－3月は「自殺対策強化月間」です－ひとりじゃないよ。ひとりにしないよ。－3月は「自殺対策強化月間」です－

● 電話番号＝052（951）2881　 ●受付時間＝毎日9時～16時30分（土日祝日も実施）
※３月７日㊍までは、時間を延長して20時30分までご相談を受け付けています。

▽日時＝３月4日㊊～20日㊌（土日を除く） ９時～17時15分（ただし、20日㊌は9時～16時）

▽場所＝県東大手庁舎３階 あいち人権啓発プラザ（名古屋市中区）

▽内容＝パネル展示、相談窓口を掲載したパンフレットや啓発物品の配布、DVD上映など

▽ホームページ＝https://www.pref .aichi . jp/shogai/kokoro/index.html

▽問合せ＝こころの健康推進室☎052（954）6621

▽日時＝3月23日㊏～24日㊐ 10時～16時

▽場所＝愛･地球博記念公園【愛称：モリコロパーク】（長久手市） 

▽内容＝①参加型体験プログラム（工作教室やワークショップ）、②たいけんスタンプラリー、③市民参加ステージ（大道
 芸人も登場！）、④南米民族体験、⑤モリゾー・キッコロによるグリーティングや環境クイズなど

▽参加無料（一部有料プログラム有）

▽ホームページ＝https://www.pref.aichi.jp/koen/  ▽問合せ＝公園緑地課☎052（954）6491

① 3月  6日㊌ 県西三河総合庁舎（岡崎市）

② 3月  8日㊎ 県東三河総合庁舎（豊橋市）

③ 3月11日㊊ 県自治センター（名古屋市中区）

 ◆こころの悩み電話相談【あいちこころほっとライン365】　 ◆こころの悩み電話相談【あいちこころほっとライン365】　

 ◆あいち人権啓発プラザ企画展
　【ひとりじゃないよ。ひとりにしないよ。～自殺やうつ、こころの健康について考える～】
 ◆あいち人権啓発プラザ企画展
　【ひとりじゃないよ。ひとりにしないよ。～自殺やうつ、こころの健康について考える～】

豚コレラは、豚・いのししの病気で、人には感染しません。
また、豚は、全頭、都道府県等のと畜検査員が検査してお
り、合格したものだけが市場に流通します。仮に豚コレラ
にかかった豚の肉を食べても人体に影響はありません。
ご安心ください。

電話相談窓口

▽受付時間＝8時45分～17時30分 ※土日祝日除く
 ●豚コレラの防疫対策について

▽問合せ＝畜産課☎052（954）6425
 ●食品の安全について

▽問合せ＝生活衛生課☎052（954）6297

豚コレラは人に感染しません。豚肉は安全です。

マラソンフェスティバル
ナゴヤ・愛知2019
マラソンフェスティバル
ナゴヤ・愛知2019
3/8［金］～10［日］3/8［金］～10［日］

アイアンマン70.3
セントレア知多半島ジャパン
アイアンマン70.3
セントレア知多半島ジャパン
6/9［日］6/9［日］

新城ラリー2019新城ラリー2019
3/16［土］ ～17［日］3/16［土］ ～17［日］

奥三河パワートレイル奥三河パワートレイル
4/7［日］4/7［日］

毎月第１日曜日
掲載
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広報紙
No.1052

この内容に関するご意見・お問合せは、スポーツ振興課 ☎052（954）6247　「愛知のスポーツ」に関する情報は、 検索aispo!web

あいちのスポーツ情報いますぐチェック！ http://aichi-sports.jp/

ラグビー
ワールドカップ2019

TM

《豊田スタジアム試合日程
》

9月23日（月・祝） ウェール
ズ v ジョージア

9月28日（土）     南アフリ
カ v ナミビア

10月5日（土）     日本 v サ
モア

10月12日（土）   ニュージ
ーランド v イタリア

＜ラグビーワールドカップ
2019 （TM） 日本大会公

式チケットサイト＞

https://tickets.rug
byworldcup.com

チケット販売中！ チケット購入は公式サイト
から！

・第二次一般販売は2019
年3月31日（日）まで！  ・第

三次一般販売（公式リセー
ル販売）は2019年5月～

　

愛知へ
世界が
やってくる！

愛知へ
世界が
やってくる！
ラグビーワールドカップ

が

豊田スタジアムに！

世界中の熱い視線が、

愛知に集まります。

ラグビーワールドカップ
が

豊田スタジアムに！

世界中の熱い視線が、

愛知に集まります。

ますます盛り上がる！愛知開催のスポーツイベント！ますます盛り上がる！愛知開催のスポーツイベント！

TM © Rugby World Cup Limited 2015. All rights reserved.TM © Rugby World Cup Limited 2015. All rights reserved.

愛知県広報広聴課 052（954）6169（ダイヤルイン）〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

東　海 【SKE48のあいちテル！】 ……毎週木曜日…… ＜21：54～22：00＞
名古屋 【まるまる◎あいち】 ……毎週木曜日…… ＜18：56～19：00＞
 　　　　　　　　　再放送 ……毎週土曜日…… ＜  5：15～  5：20＞

ＣＢＣ 【あいち県政リポート】 毎月第2･第４土曜日 ＜11：25～11：29＞
東　海 【こんにちは愛知県です】 毎月第1･第3木曜日 ＜10：35～10：38＞
＠ＦＭ 【ＡＩＣＨＩ ＳＡＴＵＲＤＡＹ ＴＯＰＩＣＳ】 毎月第1･第3土曜日 ＜  7：30～  7：33＞
ＺＩＰ－ＦＭ 【ＡＩＣＨＩ ＳＵＮＤＡＹ ＴＩＰＳ】 毎月第1･第3日曜日 ＜  7：23～  7：26＞

県のテレビ番組（3月）  県のラジオ番組（3月）

※テレビ番組･ラジオ番組の放送日時は、番組編成により変更になることがあります。

・ホームページ　 https://www.pref.aichi.jp/ ・インターネット情報局　http://www.doga.pref.aichi.jp/
・広報広聴課 Facebook　https://www.facebook.com/aichikoho

3月24日は「世界結核デー」です。　～2週間以上続く咳は、結核を疑い、早めに受診しましょう～毎年3月の第2木曜日は「世界腎臓デー」　～成人の約8人に1人が慢性腎臓病です。健診でチェックしましょう～

　愛知県では、全国・世界に打ち出せるスポーツ大会を招致・育成し、
地域の活性化に取り組んでいます。
　3月は、「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知2019」や「新城ラリー
2019」が開催されます。
　そして、いよいよ9月には、「ラグビーワールドカップ2019」が開幕し、
豊田スタジアムで、日本代表戦を始めニュージーランド戦など世界が

注目する好カード4試合が開催されます。記憶に残る大会、感動を
呼び起こす大会となるよう万全の準備を進めています。
　今後とも様々なスポーツ大会を通じて「あいち」の魅力を発信し、
地域を盛り上げていきます。

国際的なスポーツ大会で地域を盛り上げよう！


