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中小企業季節融資(夏季資金)
県信用保証協会の保証対象とな
る県内中小企業者の運転資金
融資限度額 1,000万円

融資利率 年1.4％
融資期間12カ月以内
償還方法 割賦償還
申 7月30日までに原則として県
内に本・支店のある金融機関
問 ※県庁産業支援課t073-435-
2568、各振興局地域行政課
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フェスタ in サマー
動物愛護教室、子
犬やうさぎとのふ
れあい、動物○×
クイズなど
時 7月17～19日10:00～17:00
場 県動物愛護センター(野上町)
問 会場t073-489-6500

アビリンピック和歌山2004
障害者による技能競技大会を開催
時 7月17日(土)10:00～16:00
場 ポリテクセンター和歌山
(和歌山市)

問 県庁雇用推進課

特定疾患医療受給者証の更新
手続きはお早めに
有効期限が9月30日までの受給
者証をお持ちの方は、有効期間
中に住所地を管轄する保健所で
更新手続きが必要です。郵送す
る手続き案内をご覧ください。
※治癒・転出等により継続の必
要のない方も連絡ください。
問 各保健所、県庁健康対策課

Ｕターンフェア
Ｕターン就職を希望する方を対
象に、企業の人事担当者との面
談や公共職業安定所による職業
相談等 ※事前申込不要
時･場
①ホテルグランヴィア和歌山(和歌山市)
8月13日(金)12:00～17:00 

②御坊市民文化会館(御坊市)
8月12日(木)13:00～16:00 

③ガーデンホテルハナヨ(田辺市)
8月12日(木)13:00～16:30 
④新宮地域職業訓練センター(新宮市)
8月15日(日)13:00～15:30

問 県庁雇用推進課

福祉の就職フェアわかやま
社会福祉事業所との直接面談、
求職者登録など※事前申込不要
時･場
①ホテルグランヴィア和歌山(和歌山市)
8月5日(木)13:00～16:00 

②ガーデンホテルハナヨ(田辺市)
8月10日(火)13:30～15:30

問 ①福祉保健研修人材センター
t073-435-5211 ②紀南福祉人
材バンクt0739-26-4918

「心の日」特別講演
「今、若者の心に何が起こって
いるのか」講師 小野善郎 県子
ども･障害者センター総括専門員
時 7月10日(土)13:00～15:00
場 わかやま館
(和歌山マリーナシティ)

問 紀南綜合病院新庄別館
岩井芳男 t0739-22-2080

旧日本赤十字社救護看護婦等
に対する書状贈呈について
対 外地での勤務経験があり、加
算年を含めた勤務期間が12年未
満の旧日本赤十字社救護看護婦
及び旧陸海軍従軍看護婦で慰労
給付金の対象とならない方。但
し、日本国籍を有する本人に限
ります。
請求 平成17年3月31日までに
総務省大臣官房管理室
問 請求先t03-5253-5182

住宅金融公庫融資ご利用の方へ
収入の減少等により返済に不安
を感じている方は早めにご相談
ください。※土曜日も可
問 住宅金融公庫大阪支店返済相
談室t06-6281-9284

警察官B採用
時 9月19日(日)
場 県立和歌山工業高校(和歌山市)
県立田辺商業高校(田辺市)

試験区分 警察官B男性･女性
受験資格 昭和50年4月2日から
昭和62年4月1日までに生まれ
た方(大学〈短大を除く〉の卒業者
又は平成17年3月末日までに卒
業見込みの方を除く)
申込書配布 6月29日から県人事
委員会事務局、県パスポートセ
ンター、県警察本部警務課、県
内各警察署、県東京事務所、県
名古屋観光センター等
申 8月2～13日に県人事委員会
事務局
問申込先t073-441-3763

県工業技術センター研究員
募集職種
機械工学･機械材料系研究職員
電子工学･電子材料系研究職員
各1人程度
受験資格 昭和45年4月2日から
昭和58年4月1日までに生まれた
方若しくは昭和58年4月2日以降
に生まれた方で大学(短大を除
く)を卒業又は平成17年3月末日

までに卒業見込みの方
申 7月5日～8月4日に所定の履
歴書、応募調書等を※県工業技
術センター
問申込先t073-477-1271
http://www.wakayama-kg.
go.jp/

県福祉事業団看護師採用
時 7月25日(日)
場南紀福祉センター(上富田町)
対･定 有資格者 1人程度
勤務施設 センター(異動あり）
申 7月20日までに※県福祉事業
団総務経営課
問申込先t0739-47-6640

宅地建物取引主任者資格
時 10月17日(日)
場申込受付時に指定
対県内在住の方
申込書配布 7月5～30日(土･日･
祝日除く)に宅地建物取引業協
会本部・支部、県庁公共建築課、
各振興局建設部(海草を除く)
申込受付 ①宅地建物取引業協会
本部〒640-8323和歌山市太田
143-3 ②同協会田辺支部〒646-
0022田辺市東山2-26-11
郵送＝7月5～30日に①へ
持参＝7月26～30日に①又は②へ
問申込先①t073-471-6000

販路開拓アドバイザー
派遣希望者
流通や商品企画等の専門家が事
業所等を直接訪問しアドバイス
対･定 小売店で販売可能な県産
品を生産・製造し、販路拡大を
希望する県内事業者 10社(選考)
※販売のみの事業者は対象外
申所定の用紙で、7月30日まで
に各振興局地域行政課（和歌山市
内は県庁マーケティング推進課）
問申込先

「わかやまグッドデザイン」商品
対県内でデザイン又は製造され
た製品及びパッケージ ※出品無
料 入選商品はシンボルマーク・
名称を使用可
申 7月20日～9月10日に※県デザ
インセンター
問申込先t073-483-4590

プレイリーダー養成講座
対難病等の子どもと遊ぶボラン
ティア活動を希望する18歳以上
で2日間受講できる方
時 7月29日(木)・30日(金)
場県立医大病院(和歌山市)
定 40人
申･問 7月15日までに子ども保
健福祉相談センター〒641-
8510和歌山市紀三井寺811-1
県立医大病院内t073-445-
0520

下水道入門講座
下水道の基礎知識・仕組みや県
内整備状況の講義、施設見学等
時 7月31日(土)13:30～16:00
場伊都浄化センター(かつらぎ町)
定 50人(先着順）
申ハガキ、FAXで住所、氏名、
年齢、電話番号を7月16日まで
に県庁下水道課FAX073-436-
2940
問申込先

DV被害者支援ボランティア
育成講座
時 9月25･26日、10月10･17日
全4回 各2時間、10月10日のみ
4時間
場井の沢隣保館(新宮市)
※一時保育有(事前申込必要)
定 20人(選考)
申受講動機についての作文(800
字程度)に住所、氏名、年齢、電
話番号を記入し、7月30日まで
に県庁男女共生社会推進課
問申込先

和歌山県食育推進スローガン
健康的な食生活を身につけ、食
について考える「食育」のスロー
ガンを募集 ※字数制限なし
申ハガキ、FAXで住所、氏名、
電話番号、スローガンを7月31
日 ま で に 県 庁 果 樹 園 芸 課
FAX073-441-2909
問申込先

管理理容師美容師認定講習会
時 10月25日、11月1･8日の3日間
場和歌山ビッグ愛(和歌山市)
申込書配布 8月24～30日に
①※理容師美容師試験研修センター
県支部t073-433-3844
②※県理容生活衛生同業組合
t073-444-5400
③※県美容業生活衛生同業組合
t073-447-2688
問各申込先、県庁生活衛生課

放送大学学生(10月入学生)
入学試験はありません
内容①全科履修生＝大学卒業
（学士〈教養〉)を目指す
②選科履修生＝1年間在学
③科目履修生＝6カ月間在学
④修士科目生＝大学院に6カ月
間在学
対①④18歳以上②③15歳以上
申･問 8月31日までに放送大学
和歌山学習センター
t073-431-0360

16ミリ映写機操作技術講習会
時･場 8月6日(金)=田辺市ひが
しコミュニティセンター　
8月8日(日)=県立図書館(和歌山市)
※いずれも10:00～17:00
申ハガキ、FAX、Ｅメール、電話
で住所、氏名、電話番号、希望
日を7月30日までに県立図書館
〒641-0051和歌山市西高松1-
7-38 t073-436-9530  FAX073-
436-9531 Ｅメールbunjyo@wa
kayama-lib.go.jp
問 申込先

県立図書館夏休み講演会
「昔ばなしが語る子どもの成長」
講師 小澤俊夫氏(筑波大学名誉教授)
時 7月23日(金)13:30～15:30
場県立図書館(和歌山市)
申会場で事前配布する整理券、
又はハガキ、FAXで県立図書館
〒641-0051和歌山市西高松1-
7-38 FAX073-436-9501
問 申込先t073-436-9500

メールマガジン「和歌山発関空情報シャトル便」創刊！
関空＝羽田シャトル便情報、開港10周年イベント、2期事業進捗状況、
トピックスなど関西国際空港に関する最新情報をお持ちのパソコンに
毎月1回無料でメール配信します。7月9日に創刊号を配信します。

申 パソコンから
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020500/merumaga/boshu.htm

県ホームページからもアクセスできます。
問 県庁関西国際空港対策室

夏の交通事故防止県民運動
7月11～20日

子どもと高齢者の交通事故防止

●シートベルトとチャイルドシー

トの正しい着用の徹底

●暴走運転の追放

問 県庁県民生活課

自衛官募集 問 自衛隊和歌山地方連絡部t073-422-5116  県庁市町村課、各市町村役場
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