応募先・問

高崎市文化財保護課

崎市高松町）、県庁県民センターなど

ー、県庁市町村課、県行政県税事務所

出願用紙配布場所 県庁県民センタ

ページ（Ｈ参照）からも出願できます

※行政書士試験研究センターホーム

ます。２個以上押して応募すると、

家を探し、中にあるスタンプを押し

山村、東吾妻町）のキャラクターの

町、長野原町、嬬恋村、草津町、高
・３１０６）

問 県庁畜産課（☎０２７・２２６

申し込み方法 当日、会場に直

９７・３７２１）

問 嬬恋村観光協会（☎０２７９・

申し込み方法 当日、会場に直

抽選で商品が当たります。

３２１・１２９２ Ｆ０２７・３２
※郵送を希望する場合は、１４０円
日

県地域おこし協力隊募集相
談会

試験研究センター試験課（〒２５２

（角形２号）を同封の上、行政書士
受

￥ 無料

所 吾妻郡内６町村の観光施設など

内 県内で生産されたナシの秀作の

所 県庁（前橋市大手町）

時 分

の最優秀作品は、全国大会に本県代

クールを開催します。本コンクール
に通知されます

他 合否と得点結果は、受験者全員

㈮まで必）

他 発見賞（スタンプ１個以上）、

など

役場・観光協会、県内の「道の駅」

応募用紙配布場所 吾妻郡内の町村

応募方法 所定の応募用紙

了まで

・展示品の販売…３時から販売品終

３時まで

・展示品の一般公開…正午から午後

商品終了まで

・生産者による直売…午前 時から

展示・販売、生産者による直売

￥ 無料

協力隊に興味がある人など

対 県内の市町村で地域おこし協力

募集案内、市町村ブースでの個別相談

ナーや隊員を募集する市町村からの

内 地域おこし協力隊に関するセミ

京都千代田区有楽町）

所 ふるさと回帰支援センター（東

留）へ請求してください（８月 日

表として推薦します。
問 行政書士試験研究センター（☎
参加賞もあります

￥ 無料

産キノコを使ったアイデア料理コン

対 県内に在住または通勤、通学し
０３・３２６３・７７００）、県庁

申し込み方法 当日、会場に直

橋商業高等学校（前橋市南町）、県

所 県庁（前橋市大手町）、県立前

日 ８月 日㈰ 午前 時～午後４時

深めてもらうためのイベントです。

素晴らしさや森林・林業への理解を

県立森林公園「

世紀の森」
（沼田市上発知町・川場村谷地）

出願方法 所定の出願用紙

特産品の販売、特産品などが当たる

２６・２３７０）

ぐんま就農相談会

月 日㈰ 午後０時 分～４時

加工品の販売会、「ひよこと遊ぼ

内 講演会やパネル展示、県産の卵

所 県庁（前橋市大手町）

内 ハート型に植えたキャベツの収

所 愛妻の丘（嬬恋村田代）

後３時

日 ９月８日㈰ 午前 時 分～午

申・問 県庁農業構造政策課（〒３

※Ｈからも入手できます

￥ 無料

当たり１００円がかかります

※キャベツを購入する場合は、１個

￥ 無料

０９６ Ｅ noukouka@pref.
）
gunma.lg.jp

・３０６４ Ｆ０２７・２２５・０

７１―８５７０ ☎０２７・２２６

策課、県農業事務所など

申込用紙配布場所 県庁農業構造政

う」、卵かけご飯・厚焼き卵の早食

穫体験、キャベツ料理の販売など

※一部、費用がかかるものもあります

放題など

い競争、卵の詰め放題、ゆで卵食べ

話番号をお知らせください

は所定の申込用紙。住所、氏名、電

申し込み方法 郵、☎、Ｆ、Ｅまた

受 ９月 日㈬まで消

￥ 無料

・セミナー… 人程度先

※当日も受け付けます

・就農・就職に関する相談会…無し

定

人など

対 本県の農業に興味・関心がある

例を紹介するセミナー

の雇用就農に関する相談会、先進事

内 県内での自営就農や農業法人へ

所 県庁（前橋市大手町）

日

県庁

問 県庁地域政策課（☎０２７・２

申し込み方法 当日、会場に直

嬬恋ハートきゃべつ畑収穫
イベント

２６・３１３６）

問 県庁蚕糸園芸課（☎０２７・２

隊として活動したい人、地域おこし

ている人

問 県吾妻行政県税事務所（☎０２

世紀の森ま

７９・７５・３３０１）

１２）

山の日記念「
つ り」

総合交通センター（前橋市元総社

「山の日」の制定を記念し、山の

大島町）
町）のいずれか

第１次試験・考査日 ９月 日㈰

月 日㈮まで

日 ９月 日㈯ 午後５時 分～８

県なし品評会
日 ８月 日㈫ 午前 時～午後３時

―０２９９ 日本郵便相模原郵便局

月４日㈪まで

切手を貼った宛先明記の返信用封筒

（〒３７０―８５０１ ☎０２７・
８・２２９５ Ｅ
ky-bunkazai@
）
city.takasaki.gunma.jp

県きのこ料理コンクール

10

市町村課（☎０２７・２２６・２２

県産キノコの消費拡大に向け、県

20

受 ９月 日㈮まで必
応募方法 所定の応募票
市役所・町村役

※料理の写真を添付してください
応募票配布場所
場、県森林環境事務所、県森林事務
所、県庁県民センター、県庁林業振

※Ｈからも入手できます

興課、県森林組合連合会（前橋市上

他 １次審査（書類審査）の通過作
受 ８月９日㈮～ 日㈫

所

品は、 月 日㈯に山崎学園群馬調

内 ゲストによる音楽ステージ、木

※シからも申し込めます

※シは 日㈪まで

本審査（調理審査）を実施します

抽選会など

理師専門学校（前橋市小屋原町）で
問 県庁林業振興課（☎０２７・２

受験案内・出願用紙配布場所 県行

工工作・ボルダリング体験、地域の

２６・３２３４）

￥ 無料
問 県庁林政課（☎０２７・２２６

政県税事務所、県東京事務所（東京

・

申し込み方法 当日、会場に直

事務局など

日 ８月 日㈰ 午前 時～午後２時

たまごフェスタ

（☎０２７８・５２・２１２７）

８１５）、利根沼田森林組合

他 受験資格や採用予定人数など詳
しくは、Ｈをご覧ください
問 県人事委員会事務局（☎０２７

し

・２２６・２７４４）

催

ぐんまちゃんの思い出めぐ
りスタンプラリー３
「あがつまのお友達」の絵手紙を
ヒントに、吾妻郡内６町村（中之条

月〜木曜日
木
午後５時50分
後 時
分

８月 ９日／長野原で出会う 大地の記憶
８月16日／神流町・上野村・南牧村
８月23日／シリーズ企画

11

都千代田区平河町）、県人事委員会

試 験

月 日㈰

行政書士試験
日
合格発表日 ２年１月 日㈬
所 高崎経済大学
（高崎市上並榎町）
試験内容 行政書士の業務に必要な
法令や一般知識など
受験料 ７千円
受 ８月 日㈮まで消
㈫午後５時まで
出願方法 所定の出願用紙

027-226-2162

027-226-2171）。リポーターの記事は県ホームページ（https://www.pref.gunma.jp/01/b2111261.html）でご覧になれます

県民リポーター自薦受け付け中！ 詳しくは県庁広報課まで（

027-226-2167

県庁広報課

ぐんま情報
トッピング

「ぐんま広報」電子書籍版のお知らせ

30

30 in

毎週金曜日 午後７時３０分

FM GUNMA

午前９時３０分

14

29

イチバン

ぐんま名山探訪（西篭ノ登山）、ぐんま湯けむり浪漫
（鎌田温泉）、おさんぽ日和（大泉町エリア）など

30

9

群馬の宣伝部長ぐんまちゃん、宣伝部員のタイムマシーン３号と
女性部員が県内各地を巡り、知る人ぞ知る地域の魅力を、群馬県
の魅力として県内外に紹介します。

スマートフォンやタブレット端末で「ぐんま広報」の最新号をご覧
になれます。電子書籍用アプリ（無料）のダウンロード方法は、Ｈ
をご覧ください。※右図からも読み取れます

県庁広報課

ハート型のキャベツ畑での収穫体験

23

11
2

（再放送）日曜日

販売場所：県庁県民センター、
県内取扱書店

027-226-2162

30

27

10

30

21

21 10

10

オールぐんま de すき焼きまつり

デ

AUG

15

11

18

パラサイクリング 木村和平さん、倉林巧和さん

釣って！ 食べて！ 群馬の魚

2019

8

8月10日㈯ 発売予定 定価３６０円(税込み）

県庁広報課

29

※ホームページからの出願は、 日

27

25

26

30

10

30

11

29

27

11

11

令和元年 8 月 4 日発行（6）
ぐんま広報

