
　ぐんまちゃんが幼稚園や保育園を訪問し、子ども
たちと一緒に体を動かしたり、クイズで群馬県の歴
史や自然を学ぶ活動を行ったりしています。
対　県内の幼稚園、保育園、認定こども園
￥　無料
受　５年３月24日（金）まで
他　申し込み方法など詳しくは、　をご覧ください
問　県庁メディアプロモーション課（☏027–226–
2315）

　群馬の物産品（食品・工芸品）を
販売します。初出店のお店も多数あ
りますのでぜひお越しください。
日　９月８日（木）～１１日（日）　午前１０時～
午後６時３０分
※１０日、１１日は５時まで
所　県庁１階県民ホール（前橋市大手町）
内　県内各地で話題のお店が、スイーツや農
水産加工品の他、弁当や民工芸品などを販売
問　県庁観光魅力創出課（　０２７-２２６-３３
８６）

おすすめ！地域の
物産市を開催します

前回開催の物産市の様子

　県の事業や施策、イベント情報など、県政に関す
る情報をお届けします。

毎週月～木曜日 午後５時50分頃
●ぐんま情報トッピング

ラジオ番組（エフエム群馬）

●ワイグルP
プ レ フ

REF
毎週月～木曜日 午前８時57分頃

☎

問　県庁メディアプロモーション課（　027-226-
2167)

☎

☎

日程 開始時刻 会場 対戦相手
10月１日（土） 午後３時５分 太田市運動公園

市民体育館 滋賀レイクス

日程・演奏会名 開演時刻 会場 内容

9月10日（土）
県民音楽のひろば

午後3時
（２時30分

開場）

美喜仁
桐生文化会館
シルクホール
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　曲目：チャイコフスキー
／歌劇≪エフゲニー・オネーギ
ン≫ポロネーズ　他

9月19日（月）
GTシンフォニック・
コンサートvol.3

午後２時
（１時開場）

高崎
芸術劇場
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友
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本
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　曲目：チャイコフスキ
ー／ピアノ協奏曲第１番　他

日程 開始時刻 会場 対戦相手
９月14日（水） 午後７時

正田醤油
スタジアム群馬

ＦＣ琉球
９月24日（土） 午後２時 レノファ山口ＦＣ
10月１日（土） 大宮アルディージャ

演奏会情報

ザスパクサツ群馬試合情報

問 ザスパ　　  027-225-2350☎

問 群馬交響楽団事務局　　 027-322-4316☎

問 群馬プロバスケットコミッション　　 0276-50-1962☎

群馬クレインサンダーズ試合情報

ぐんまちゃんが幼稚園などを訪問します！ スポーツ・文化情報

県広報番組のお知らせ

　８月２日から６日まで、ベトナムを訪問しました。知事によるトップ外交の
一環です。知事就任後ベトナム訪問は２度目となりますが、今回は首都ハノイ
市とリゾート地として注目されるダナン市を訪れました。
　ハノイ市では、フック国家主席と会談し、ITデジタル分野での連携を含む経
済関係の強化や技能実習生の円滑な受け入れなどを確認しました。またミン第
一副首相との会談では、経済や教育、文化などさまざまな分野で交流を進める
ことで合意。さらにヴー外務副大臣の同席の下、ベトナムの外交官養成機関で
あるベトナム外交学院と県の間で、学生や教員同士の交流を促す協定も締結し
ました。
　ダナン市では、市政府幹部のクアン党委員会書記やミン人民委員会副委員長
と会談し、外資誘致などの観光政策について意見を交わすととともに、長期滞
在型の高級ホテルを視察しました。ハイレベルな観光資源を生かしたダナン市
の多面的な観光戦略は、「リトリートの聖地」を目指す本県にとっても、参考
になる点が多いと感じました。
　大きな手応えを感じたベトナムでのトップ外交。
ベトナムは技能実習生の派遣などを通じて、群馬
県に多くの労働力を供給しています。また県内企
業にとっても、経済成長を続けるベトナムは魅力
的な投資先です。今後も知事自らが先頭に立ち、
独自の自治体外交を推進することで友好関係を
さらに深め、群馬県の発展につなげてまいります。

山本
一太の

知事コラム 「独自の自治体外交」を進める「独自の自治体外交」を進める

山本一太知事（左）とフック国家主席

の総合窓口です。
日　月～金曜日　午前９時～午後５
時15分
※祝日を除く
内　
・小・中学校向け「動く環境教室」
の申し込み
・こどもエコクラブ、環境アドバイザ
ー、環境団体の登録・サポートなど
￥　無料
他　詳しくは　をご覧ください
問　県庁環境政策課環境サポートセ
ンター（　０２７-２２６-２８２７）

　コロナ禍に加え、原油価格や物価
の高騰により業況が厳しい県内中小
事業者などを対象に、支援金を支給
します。
対　次の全てに該当する県内に本店
または主たる事業所を置く中小企業
および個人事業者
・今年４月、５月の原材料費、燃料
費などの経費が、元年～３年比で10
％以上増加
・今年４月、５月の売上が元年～３
年比で10%以上減少
・経費削減や売り上げ増加などにつ
ながる前向きな取り組みを実施
支給上限額
・法人…４０万円
・個人事業者…２０万円
受　１２月１６日（金）まで
他　対象事業や申請方法など詳しく
は、　をご覧ください
問　新ぐんまチャレンジ支援金コール
センター（　0120-977-289）

試験日　１０月２７日（木）
募集科
・県立前橋産業技術専門校…機械技
術科、電気技術科、ＣＡＤ（キャド）技
術科、溶接技術科　
・県立高崎産業技術専門校…溶接エ
キスパート科、機械技術科、住まい
づくり科、塗装システム科、自動車整
備科
・県立太田産業技術専門校…機械技
術科、電気技術科、自動車整備科、
ＣＡＤシステム科、溶接技術科
対　高等学校（中等教育学校後期課
程を含む）を卒業した者（卒業見込み
の者を含む）または、これと同等以上
の学力を有すると認められる者
定　各科２０人（推薦入校試験合格者
と合わせて）
受　１０月７日（金）～２５日（火）　
午後５時１５分
出願方法　所定の出願用紙

・保護者や親権者が県内に在住
・生徒が平成26年４月１日以降に
就学支援金の支給対象校に入学し、
７月１日現在在籍（休学中を除く）
申し込み方法　所定の申込用紙
申込用紙入手先
他　提出先など詳しくは、　をご覧
ください
問
・国公立学校在籍の場合…県庁教育
委員会管理課（　０２７-２２６-４５４３）
・私立学校在籍の場合…県庁私学・
子育て支援課（　０２７-２２６-２１４１）

　戦没者の遺族に支給する特別弔慰
金の請求を受け付けています。請求
期限を過ぎると特別弔慰金を受けら
れなくなりますので、早めに請求して
ください。
内　額面２５万円、５年償還の記名国債
対　
・戦没者などの死亡当時の①子②父
母③孫④祖父母⑤戦没者などの死
亡時まで引き続き１年以上の生計関
係があったおい・めい、などのうち
先順位の遺族の代表者
・２年４月１日時点で、公務扶助料や
遺族年金などを受け取っていない人
受　５年３月３１日（金）まで
請求方法　所定の請求用紙
請求用紙配布場所・請求先　住所地
の市役所・町村役場
問　県庁国保援護課（　０２７-２２６
-２６7１）

　環境学習・環境活動を支援する県

　「日本最先端クラスのデジタル県」
実現に向けて、ICT活用施策に従事
する職員を募集します。
第１次選考（書類選考）　11月上旬
第２次選考日　第１次選考合格者に
通知
対　６月３０日時点で、企業などでシ
ステム企画・開発・構築・研究・運
用、システム運用業者への指導、技
術相談などに５年以上の職務経験を
有する人
定　２人
受　９月27日（火）まで
出願方法
※　での申し込みが困難な場合は、
１６日（金）までにお問い合わせください
他　詳しくは　をご覧ください
問　県庁業務プロセス改革課（　02
7-226-2334）

シ

必

シ

☎

☎ ☎

☎

☎
☎

県内環境フェスティバルに出展

「環境サポートセンター」を
ご利用ください

特別弔慰金の請求受け付け

新ぐんまチャレンジ支援金 県立産業技術専門校一般入
校試験

県職員採用選考考査（ICT職）

試　験

プレゼント 　クロスワードパズルの正解者の中から抽選でザスパクサツ群馬（ホーム戦（10月まで））、群馬交響楽団室内楽演奏会（11月19日）のチケットをそれぞれ５人にプレ
ゼントします。詳しくは８ページをご覧ください
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