
古紙配合率100％再生紙を使用しています。





 





きのくに県民カレッジ講演会
「世界遺産になった熊野古道」
宇江敏勝氏(作家･熊野語り部)
時 10月23日(土)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で会場
〒641-0051和歌山市西高松
1-7-38 FAX073-436-9531
※先着順
問 申込先t073-436-9530

りぃぶるシアター
映画を観て考える男女共同参画
「アカシアの道」松岡錠司監督
時 11月17日(水)13:30～16:00
場 りぃぶる
定 30人程度(先着順) ※一時保
育は11月5日までに事前申込
申･問 県男女共生社会推進セ
ンターりぃぶる〒640-8319和
歌山市手平2-1-2和歌山ビッグ
愛9階t0 7 3 - 4 3 5 - 5 2 4 5
FAX073-435-5247 Eメール
e0315011@pref.wakayama.lg.jp

デューク更家トーク＆ウォーク
①トークショー

時 10月23日(土)14:00～15:30
場 新宮市市民会館 抽
※入場整理券要、託児･手話通
訳･車イス聴講はその旨申込
②ウォーキング＆トーク

時 12月1日(水)13:30～15:00
場 アバローム紀の国(和歌山市)
抽 ※入場整理券要、未就学
児入場不可
申［共通］往復ハガキで住所、氏
名、会場名を①10月12日、②11
月10日までに県庁健康対策課
問 申込先

原爆被爆者二世健康診断
場 県が委託する医療機関
定 30人程度(未受診者を優先)
申･問 11月1日までに県庁健
康対策課、保健所(支所)

守ろう残そう高野世界遺産フォト
テーマ 高野地域の登録資産
に関連した一瞬の感動
規格 6つ切り(ワイド可)、デジ
タルはＡ4(組･画像処理不可)
申 作品裏面に住所、氏名、電
話番号、撮影日･場所、タイト
ルを記載した紙片を貼付し11
月1日までに世界遺産登録推進
高野地域協議会〒648-0211
高野町高野山486公民館内
問 申込先t0736-56-2076

影絵人形劇と講演
「ものがたりの楽しみ方」
木村裕一氏(児童文学作家)
時 11月21日(日)13:00～15:00
午前は絵本の読み聞かせ等実施
場 県立図書館(和歌山市)
申 会場で事前配布する整理券、
又は往復ハガキ、FAX、Eメ
ールで住所、参加者全員の氏
名･年齢、電話番号を県教育委
員会生涯学習課FAX073-441
-3724 Eメールe5006001@p
ref.wakayama.lg.jp
問 県教育委員会生涯学習課

語学教室
各講座10月～2月の全12回
フランス語 (初めて、初級)
火曜、英会話 ( 初級 )水曜、
スペイン語(初めて、初級)木曜、
韓国語(初めて) 金曜、中国語
(初めて、初級)土曜　
場 県国際交流センター
(和歌山市) ※先着順

費 3,000円＋1講座7,500円
申 講座名、住所、氏名、電話
番号を県国際交流協会〒640-
8319和歌山市手平2-1-2和歌山
ビッグ愛 FAX073-435-5243
問 申込先t073-435-5240

消防設備点検資格者取得講習
時 第1種12月1～3日、第2
種12月8～10日　各3日間
場 県民文化会館(和歌山市)
申 所定の申込書を10月12～
22日に※県消防設備保守協会
問 申込先t073-402-2657

ライフスタイルを考える
人権セミナー
講演「生きる力－ありのまま
の自分を愛して」岩崎順子氏
(愛知医科大学看護学部講師)
時 10月23日(土)14:00～15:30
場 高野口町産業文化会館
定 60人(先着順)  ※一時保育
は10月8日までに事前申込
申 住所、氏名、電話番号を
※県人権啓発センターt073-
435-5420 FAX073-435-
5421 Eメール tikara2@w-
jinken.jp
問 申込先

障害者パソコン
「ボランティア･講習会」
①派遣希望者 自宅で操作指
導を希望する障害のある方
②養成講座受講希望者 障害
のある方の自宅で操作指導す
るボランティア希望者
時 10月30･31日10:00～15:00
③ＩＴ講習会 年賀状を作成
時11月5日(初心者向)･10日
(経験者向) 各10:00～16:00
場［②③共通］県身体障害者
総合福祉会館(和歌山市)
申･問［全共通］※県身体障害者
連盟t073-423-2665
FAX073-428-0515

難病患者等ホームヘルパー
養成研修
時 入門課程＝①11月5日･②
11月10日　基礎課程Ⅰ＝③
11月12日･④11月17日
基礎課程Ⅱ＝⑤11月24日
場 ①白浜町青少年研修センター
②④⑤和歌山ビッグ愛
③上富田文化会館(上富田町)

対 難病患者等のホームヘル
プサービス従事(希望)者又は
介護福祉士等
定 ①③各50人 ②④⑤各90人
申 所定の申込書を10月8～22
日に県福祉保健研修･人材セン
ター〒640-8545和歌山市手平
2-1-2和歌山ビッグ愛
問 申込先t073-435-5210

県立医大保健看護学部公開講座
「子どもの心を育てる」「あな
たの心は疲れていませんか」
時･場 10月23日(土)=県立医
大保健看護学部(和歌山市)、
11月27日(土)=田辺市生涯学
習センター　各13:30～16:00
申 住所、氏名、電話番号、希
望日を県立医科大学保健看護
学部事務室〒641-0011和歌
山市三葛580 FAX073-446-
6720
問 申込先t073-446-6700

視覚障害者社会適応訓練希望者
指導員が自宅を訪問し指導
対 視覚に障害のある方で、歩
行･コミュニケーションの訓練
で社会参加が見込まれる方
申･問 ※県身体障害者連盟
t073-423-2665 FAX073-
428-0515

和歌山県人権教育基本方針
案に対する意見
閲覧期間･場所 11月1～30日
に県教育委員会生涯学習課、
地方教育事務所、県庁情報公
開コーナー、県ホームページ
申 郵便、FAX、Eメールで県教
育委員会生涯学習課 FAX073-
441-3724  Eメールe5006001
@pref.wakayama.lg.jp
問 申込先

青年海外協力隊等
①青年海外協力隊(原則2年間)

対 20～39歳の日本国籍の方
②シニア海外ボランティア

対 40～69歳の日本国籍の方
③日系社会ボランティア

対 20～69歳の日本国籍の方
説明会 ①＝10月16日(土)14:30～、
11月2日(火)18:30～ ②＝11月
2日(火)14:30～
①②とも和歌山ビッグ愛(和歌山市)
申［全共通］10月10日～11月
16日に国際協力機構大阪国際
センター t072-641-6900
問 申込先、※県国際交流協会
t073-435-5240

更年期についての健康講座
「泌尿器科の立場から」
「婦人科の立場から」
時 10月21日(木)15:00～17:00
場 岩出町総合保健福祉センター
申･問 県立医大生涯研修･地
域医療センターt073-441-
0789  FAX073-448-2977

県営住宅入居者
申込用紙配布日時 11月1～22日
9:00～17:00(土･日･祝日除く)
配布場所 ※県住宅供給公社、
県庁住宅環境課、振興局建設
部(海草を除く)、所在市町村
役場等
＜県住宅供給公社管内＞

問 t073-425-6885
【和歌山市内】

◎千旦1～9号棟 10戸 ◎千旦
第二 5戸 ◎西脇グリーン 4
戸　◎千旦10号棟･三葛･東
松江･ニューかわなが 各2戸
◎川永･栄谷･楠見･雄湊･城
北･今福第一 各1戸
【海南市】海南駅前 1戸
【野上町】小畑 2戸
【岩出町】鴨沼2～5･7号棟
各1戸
＜那賀振興局建設部管内＞

問 建築課t0736-61-0030
【貴志川町】長山 3戸
＜有田振興局建設部管内＞

問 総務課t0737-64-1299
【有田市】港 1戸
【湯浅町】青木(一般及び視覚
障害者向)･御殿場 各1戸
【広川町】和田 1戸
【吉備町】徳田 1戸
【金屋町】糸野 2戸
＜日高振興局建設部管内＞

問 総務課t0738-24-2918
【御坊市】下富安 2戸
＜西牟婁振興局建設部管内＞

問 建築課t0739-26-7922
【田辺市】新万 2戸
【上富田町】丹田台 3戸
＜東牟婁振興局新宮建設部管内＞

問 総務課t0735-21-9623
【新宮市】丸山･佐野 各1戸

今年の県内の刑法犯罪の届出件数は8月末現在で12,671件(1日に50
件、30分に1件)にのぼり、大半は「乗り物盗」「車上ねらい」「自動
販売機ねらい」「空き巣」などの窃盗犯罪です。
これらの犯罪を減らすためには、「地域の安全は地域で守る」という意
識を持ち、「きのくにワンライト＆ツーロック(一戸一灯、二重施錠)運動」
の実践など、犯罪の起こりにくい環境づくりを進めることが重要です。
問 最寄りの警察署

全国地域安全運動の実施(10月11～20日)

労働者を1人でも雇用する

事業主は、必ず労災保険･

雇用保険に加入しなければ

なりません。

最寄りの労働基準監督

署･ハローワーク

労働保険適用促進月間

土地所有者の皆さんの立ち会いの

もとに、土地の境界を確認し、調

査や測量を行って、新たな地籍図

などを作成します。土地にかかる

トラブルの未然防止に役立ちます。

市町村役場、県庁地域振興課

土地月間 地籍調査にご協力を！

軽油等の採取調査を実施し

ますので、販売店及び使用

者の皆さんのご協力をお願

いします。

県庁税務課

近畿府県一斉「不正軽油
追放強調月間」実施中

1 0 月 は …

問問
問



地震セミナー・公開討論会
講演「過去の南海地震の記録に
学ぶ県の地震津波対策」
都司嘉宣氏(東京大学助教授)
時 10月20日(水)13:00～16:30
場 県民文化会館(和歌山市)
問 県庁総合防災課

県産品フェア＆技能フェス
ティバル(共同開催)
県産品等の展示･販売、技能士
による実演･作品展示･体験等
時 11月6日(土)･7日(日)
場 WAVEと前広場･わかやま館
（和歌山マリーナシティ 和歌山市）
問 県庁マーケティング企画課、
※技能フェスティバル実行委員会
t073-425-4555

NHK交響楽団トップメンバー
による金管五重奏団コンサート
時 11月6日(土)19:00～
場 清水町文化センター
費 前売り 800円 ※高校生以
下無料(入場整理券要)
申 清水町教育委員会t0737-
25-1111
問 申込先、県教育委員会文化
遺産課

ふれあいデー in 農業試験場
農業相談、もちつき、押し花教
室、笹舟遊び、農産物即売等
時 11月13日(土)10:00～16:00
場 県農業試験場(貴志川町)
問 会場t0736-64-2300

きのくに学習メニューブック
学びたい人の学習活動を支援
する「きのくに県民カレッジ」
の講座案内(秋号)を配布中
問 県教育委員会生涯学習課、
県立図書館t073-436-9530

最新の医療カンファランス
講演「肺がんはどんな病気」
時 10月14日(木)15:00～17:00
場 県立医科大学 生涯研修･地
域医療センター(和歌山市)
問 会場t073-441-0789

一日行政相談所
時･場 ①10月18日(月)13:00～
15:00貴志川町保健福祉センター
②10月20日(水)10:30～16:00
JR和歌山駅前地下広場(和歌山市)
③10月29日(金)13:00～16:00
田辺市民総合センター
※①③は弁護士相談あり 予約要
当日会場で①10:00～12:00
③11:00～12:00に受付
問 ※和歌山行政評価事務所行
政相談課 t0570-090110

和歌山矯正展
刑務所作業製品の展示即売
時 10月23日(土)10:00～16:00
24日(日)10:00～15:00
場 和歌山刑務所(和歌山市)
問 会場 t073-471-2351

「全国マルチメディア祭2004
in わかやま」保育ルーム
11月19～21日開催のマルチ
メディア祭各会場の一時保育
ルームは事前申込が必要です
問 県庁情報政策課、
http://mm2004.jp/

帆船から学ぶ郷土の海
一日体験、学校対象体験学習等
時･場 11月4～10日 和歌山マ
リーナシティ(和歌山市)発着
※一般公開は7日
13:00～16:00
他の催しは事
前申込要
問 セイル大阪
t06-6615-
5383、県
庁振興課

よろず無料相談会(法律諸問題)
時 10月27日(水)10:00～16:00
場 和歌山ビッグ愛(和歌山市)
問 ※県行政書士会
t073-432-9775

クリーニング師
時 11月19日(金)10:30～
場 県民文化会館(和歌山市)
願書受付 10月19～26日に居
住地を所管する保健所(支所)
問 保健所、県庁生活衛生課

地域雇用受皿事業特別奨励金
新規に雇用を行う創業を支援
対 創業から6カ月以内で、非
自発的離職者を雇用する等所
定の条件に該当する法人
奨励金 ①創業経費の1/3(150
～500万円以内)
②非自発的離職者1人あたり
30万円(パート15万円)
申･問 ※産業雇用安定センター
和歌山事務所t073-475-9545
http://www.sangyokoyo.or.jp/

中小企業季節融資(年末資金)
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 11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、振興局
地域行政課

県融資の取扱金融機関の追加
10月から県内の農業協同組
合でも一般貸付資金や年末資
金など県融資を取り扱います




