
「こうち子育て応援の店」は、県内の施設や店舗に、商
品割引や粉ミルク用のお湯提供、オムツ替えスペース
の設置といった優待サービスを提供していただくもので
す。協賛事業所には目印として、シンボルマークのくろ
しおくんのステッカー・のぼりをお渡しし、事業所の情報
やサービスの内容は、専用ホームページ（携帯サイトあ
り）やガイドブックでPRを行っています。現在、平成27
年９月までの第４期協賛事業所を募集しています。詳し
くはホームページをご覧ください。
 応募方法  FAXまたは郵送
 問い合わせ・申し込み  県庁少子対策課　
TEL０８８・８２３・９６４０
 URL  http://web2.pref.kochi.jp/~kosodateouen/

１１月の第３日曜日は「家族の日」、その前後各１週間
の「家族の週間」に合わせて、仕事と家庭生活を両立
できる職場環境づくりに向けたセミナーを開催します。
 日時  １１月２２日㈮ １３時３０分～１５時３０分
 場所  高知商工会館（高知市本町）
 問い合わせ  県庁雇用労働政策課
TEL０８８・８２３・９７６５
 URL  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151301/

ワーク・ライフ・バランスセミナー

「示そう、自分の意思を！～命をつなぐ臓器移植～」を
テーマに、臓器移植の現状や臓器移植に対する理解
を深めていただく講座を開催します。この講座を通じ
て、臓器提供についてのご自分の意思を示すことの重
要性を知っていただき、家族ぐるみでの話し合いのきっ
かけづくりを目指します。皆さんで、臓器移植について
考えてみませんか？
【内容】
・移植医療に関わる医師の基調講演
・日本臓器移植ネットワークによる講演など
 日時  １１月２４日㈰  １３時２０分～１６時３０分
 場所  こうち男女共同参画センター「ソーレ」
（高知市旭町）
 問い合わせ  県庁医療政策・医師確保課　
TEL０８８・８２３・９６６５
 URL  http://www1a.biglobe.ne.jp/kochi-jinbank/

臓器移植県民公開講座2013

手話・車いす・妊婦などの福祉体験、ニュースポーツ
体験、即売コーナー、ベジファム（県立農業高校）のス
テージなどを行います。その他に、今年も「ひろえば街が
好きになる運動」を１１時と13時の２回開催します。
 日時  １１月１７日㈰  １０時～１５時
 場所  南国市役所北駐車場（南国市大埇甲）
 問い合わせ  なんこくボランティアDAY実行委員会事務局
TEL０８８・８６３・４４４４

第16回なんこくボランティアDAY

介護関連の職場に興味・関心のある方や就職を希望
される方を対象に、介護関係企業の担当者が直接面
談します。介護に関する相談コーナーも設けますので、
ぜひご参加ください。詳しくはお問い合わせください。
 日時  11月26日㈫  13時～16時
 場所  高知市文化プラザかるぽーと（高知市九反田） 
 問い合わせ  ハローワーク高知 ふくし人材コーナー
TEL088・878・5327 

「介護就職デイ」（介護関係就職面接会） 

催　し講　座

15歳から39歳の方及びその保護者の方を対象に、就
職・進学に役立つセミナーや進路相談を実施します。
 日時  11月9日㈯  11時～17時
 場所  県立図書館（高知市丸ノ内）
 問い合わせ  こうち若者サポートステーション
TEL088・844・3411

若者進路相談会
県民の皆さまに高齢期のことや障害について学んで
いただく講座です。知っていることで得られる安心があ
ります。
■テーマ別講座　
①『終の棲家について～自宅ですか？施設ですか？～』
　 日時  １２月２日㈪  １３時３０分～１５時
■介護基礎講座：
　介護の基本的な知識や技術を学べます。
②『家庭でできる介護実技～口のお手入れ～』
　 日時  １１月２５日㈪  １３時３０分～１５時３０分
③『家庭でできる介護実技～ベッドまわりのこと（移
　乗・更衣など）～』
　 日時  １２月６日㈮  １３時３０分～１５時３０分
 場所  県立ふくし交流プラザ（高知市朝倉）
 受講料  無料
 申込期限  ①11月29日㈮　②11月22日㈮
　　　　　③12月5日㈭
 申込方法  電話、FAX　　定員  各20人
 問い合わせ・申し込み  
高知県社会福祉協議会　介護普及・相談課　
TEL088・844・9271  FAX088・844・9443
 URL  http://www.kochiken-shakyo.or.jp/

県民介護講座（テーマ別・基礎）

お知らせ

１１月９日～１５日
消すまでは  心の警報  ONのまま
（平成２５年度全国統一防火標語）
これからの季節は火災が発生しやすい時期です。火の
取り扱いに注意し、一人ひとりが火災予防に努めま
しょう。また、義務化された住宅用火災報知器をまだ設
置していないご家庭では、万一に備えて早期に設置し
ましょう。
 問い合わせ  県庁消防政策課  TEL088・823・9318

秋の全国火災予防運動

栽培方法や品種などにこだわった県産の青果物の販
路開拓・販売拡大を目的に、生産者と飲食店などとの
マッチングの場として、展示商談会「高知のこだわり青
果市」を開催します。この展示商談会に出展を希望さ
れる県内の生産者（青果物）を募集します。
 日時  平成２６年１月３０日㈭  11時～16時
 場所  大阪新阪急ホテル
 募集期限  11月8日㈮まで
 募集案内配布場所  ホームページからダウンロード可
 応募方法  郵送、ＦＡＸまたはメール
 参加料  ブース（小間）代は無料、旅費などの経費は
実費負担  
 問い合わせ・申し込み  県庁産地・流通支援課
TEL088・821・4806   ＦＡＸ088・873・5162
 E-mail  160701@ken.pref.kochi.lg.jp
 URL  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/160701/

募　集

高知県国土利用計画審議会委員の募集

平成25年度  人権啓発研修
ハートフルセミナー第５講座

「高知のこだわり青果市 in 大阪2014」
への出展者募集

「こうち子育て応援の店」の
協賛事業所募集中！

土地利用の調整などを通じて、県土の有効利用を推進す
るための審議会です。この審議会の委員を県民の皆さま
から募集します。高知県の土地利用について、あなたのご
意見をお聴かせください。
 対象  県内在住で年1～２回程度の平日昼間の会
議に出席可能な２０歳以上の方で、国土の利用及び
土地利用に関心のある方
 定員  2人
 任期  3年間（平成2６年1月20日～平成29年1月19日）
 募集方法  次の項目について提出してください。（様
式自由）
①連絡先等（郵便番号、住所、氏名、電話番号、年
齢、性別、職業、経歴）
②作文800字程度（応募理由及び「私の考える高知
県の土地利用について」）
 募集期間  １１月２９日㈮まで
 募集案内配布場所  県庁1階募集要項コーナー（県
庁用地対策課ホームページからダウンロード可）
 応募方法  郵送、ＦＡＸ、メールまたは持参
 問い合わせ・申し込み  
〒780-0850　県庁（北庁舎）用地対策課
TEL088・823・9817　FAX088・823・9136
 E-mail  170301@ken.pref.kochi.lg.jp
 URL  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170301/

【講演】
「フツーの子の思春期～『ぼっち』恐怖と『イツメン』希求～」
※ぼっち＝ひとりぼっち、イツメン＝いつものメンバー
【講師】岩宮恵子さん（島根大学教育学部心理･発達
臨床講座教授）
子どもが問題を起こしたときの親の関わり方など、子ど
も・親・学校の現状について分析します。
駐車場の台数に限りがありますので、できるだけ公共
交通機関をご利用ください。
 日時  １１月３０日㈯  １４時～１６時
 場所  高知県教育センター分館（高知市大原町）
 申込方法  電話　　　定員  150人
 問い合わせ・申し込み  （公財）高知県人権啓発センター
TEL088・821・4681　FAX088・821・4440
 URL  http://www.kochi-jinken.or.jp/

高知・西南地域観光キャンペーン
『楽しまんと！はた博』

高知・西南地域観光キャンペーン『楽しまんと！はた博』
も、残り２カ月になりました。日本一暑かった幡多にも秋
が到来！楽しいイベントと美味しい食・酒で、盛り上がり
ましょう！三原村では、どぶろくを心ゆくまで楽しめる「食
と酒の宴 幡多のでべそで楽しまんと『どぶろく農林文
化祭』」〔11月３日（日・祝）〕。四万十市でも、「四万十
おきゃく映画祭」〔11月９日㈯～17日㈰〕や「土佐の小
京都で一條大祭 無礼講月間」〔11月２日㈯～23日
（土・祝）〕が行われます。このほかにも、12月３１日まで
多彩な催し・プログラムを開催しています。この機会
に、幡多地域の魅力をぜひご堪能ください。
 日時  12月31日㈫まで
 場所  幡多地域の各地
 問い合わせ  幡多広域観光協議会
TEL0880・31・0233
 URL  http://hata-kochi.jp/「幸せ移住プランコンテスト」

募集期間延長のお知らせ
あなたの考える高知で暮らす理想の移住プランを募集
する「幸せ移住プランコンテスト」は、12月11日(水)ま
で期間を延長します。詳しくはホームページをご覧くださ
い。ご応募いただいた方全員に、もれなく高知家グッズ
をプレゼントします。
 問い合わせ  県庁地域づくり支援課移住促進室
 TEL088・823・9336
 URL  http://www.pref.kochi.lg.jp/~chiiki/iju/

みんなの安全・安心フェスティバル
～家庭のガス・電気について学ぼう！～

ご家庭でのＬＰガス・都市ガス・電気の取扱方法につ
いて、各種体験・実演やスタンプラリーを行います。日
常的な安全・安心の向上や災害時の被害拡大の防
止のために、ガス・電気について楽しみながら学習して
みませんか？
（内容）•ガス機器の安全機能紹介
　　　•防災資機器・グッズの展示
　　　•ハシゴ車の体験乗車
　　　•炊き出し、その他体験・実演
 日時  １１月２４日㈰  １０時～１６時
 場所  高知市中央公園（高知市帯屋町）
 問い合わせ  県庁消防政策課  TEL088・823・9696

高知龍馬空港誕生10年＆ジェット化３０年
第22回 「空の日」イベント

高知龍馬空港では、愛称化10周年＆ジェット化30周
年を記念したイベントを開催します。地場産品の出店
が並ぶイベント広場やステージイベントなど、楽しさ盛り
だくさん！
（内容）・わくわく空港トロッコ ・クイズスタンプラリー
　　　・キャビンアテンダントトークショー  ・航空教室
　　　・ちびっこ制服撮影会  など
 日時  11月9日㈯  11時～15時30分
 場所  高知龍馬空港（南国市）
 問い合わせ  
高知空港「空の日」・「空の旬間」実行委員会
TEL088・863・2621（国土交通省高知空港事務所）
県庁交通運輸政策課  TEL088・823・9341

相　談


