
試　験 講座・講演

募　集

催し・イベント

お知らせ

入校試験の説明や施設の見学、各訓練科の体験
実習を行います。
 申込方法  電話、FAX
•高知高等技術学校（高知市仁井田）
【訓練科】機械加工科、溶接科、塑性加工科（オー
トボディ科）、電気工事科、自動車整備科、配管科
 日時  7月25日㈭ 13時～16時
　　　8月23日㈮ 13時～16時
 申込期間  7月２５日分は７月１２日㈮、
 　　　　  8月２３日分は８月９日㈮まで
 問い合わせ  ＴＥＬ０88・847・6601
　　　　　  FAX088・847・6617
•中村高等技術学校（四万十市具同）
【訓練科】木造建築科、左官・タイル施工科、住宅
リフォーム科（短期訓練） 
 日時  7月28日㈰ 9時30分～12時
　　　　　　　  13時～15時30分
 　　  8月30日㈮ 9時30分～12時
　　　　　　　  13時～15時30分
 申込期間  7月２８日分は７月１２日㈮、
 　　　　  8月３０日分は８月１６日㈮まで
 問い合わせ  TEL0880・37・2723
　　　　　  FAX0880・37・2724

７月１０日～２０日は「部落差別をなくする運動」強調
旬間です。県民の皆様の同和問題に対する理解と
認識を深めていただくための催しを行います。
【講演】「同和問題の今、そしてこれから～35年間
　　　 の取材を通して考えること～」
【講師】馬場周一郎 氏（ジャーナリスト・元西日本
　　　新聞記者）
 日時  ７月１１日㈭  １４時～１６時
　　　（受付１３時３０分から）
 会場  高知会館「白鳳」（高知市本町）
 入場  無料
 問い合わせ  （公財）高知県人権啓発センター　
　　　　　　TEL088・821・4681
 HP  http://www.kochi-jinken.or.jp

学生による発表を聞いたり、実習・講義を体験する
ことができます。希望者はランチ（生徒は無料）や
寮の見学もできます。詳しくはホームページをご覧
ください。
 日時  ７月２８日㈰  ９時～１２時
 申し込み  ７月２５日㈭まで（電話、FAX）
 問い合わせ  高知県立農業大学校 教務係
TEL088・892・3000　FAX088・893・3571
 ＨＰ
http://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/?sid=2010

高知県立農業大学校オープンキャンパス

県では、県内の高校生の薬学部への進学を支援し
ています。その一環として、今年4月に大阪薬科大
学と締結した就職支援協定に基づき、オープンキャ
ンパスへの参加を希望される県内在住の高校1～
3年生及びその保護者の方を対象に、バスでの無
料送迎を行います。
 日時  8月4日㈰ 
 会場  大阪薬科大学
　　　（大阪府高槻市奈佐原４-２０-１）
 申し込み・問い合わせ  

県庁医事薬務課（088・823・9682）まで

電話、もしくは右記の
QRコードより申し込み

大阪薬科大学オープンキャンパスツアー

第４６回「部落差別をなくする運動」
強調旬間啓発事業講演会

県立高知・中村高等技術学校
オープンキャンパス・体験実習

 日時  １０月２０日㈰ １３時～１５時
 場所  試験申込受付の際に指定される会場
 出願期間  
７月１日㈪～７月１６日㈫（インターネットでの申込）
７月１日㈪～７月31日㈬（郵送での申込）
 募集案内の配布  高知県庁、各市町村窓口、県
内各土木事務所、（公社）高知県宅地建物取引
業協会、TSUTAYA各店
 受験料  ７，０００円
 問い合わせ  公益社団法人高知県宅地建物取
引業協会　TEL088・823・2001
 HP  http://www.823-2001.com/

宅地建物取引士資格試験

調査員が各事業所を訪問して、労働者の賃金や労
働時間などを調査します。調査結果は、景気判断、
雇用保険・労災保険の給付額及び最低賃金の改
定審議等に使用されます。（秘密厳守）
 対象事業所  ４人以下の常用労働者を雇用して
いる事業所
 対象地域  高知市、南国市、香南市、香美市、土佐
市、須崎市、安芸市、室戸市、須崎市、四万十市、宿
毛市、いの町、四万十町、大月町、奈半利町、日高村
 調査基準日  令和元年７月31日現在
（給与締切日の定めがある場合には令和元年７月
の最終給与締切日）
 問い合わせ  県庁統計分析課
TEL088・823・9783
 ＨＰ  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/
　　  111901/maikin.html

毎月勤労統計調査特別調査

７月２１日㈰は、第２５回参議院議員通常選挙の投
票日です。私たちの声を政治へ届ける大切な選挙
です。棄権しないで投票しましょう。
 投票時間  ７時～２０時（一部の投票所を除く）
※期日前投票は各市町村にお問い合わせください。
 問い合わせ  県選挙管理委員会
　　　　　  TEL０88・823・9314

参議院議員通常選挙投票日

計量に関することを題材にした作品を募集します。
 募集期間  ９月20日㈮まで
 規格  画用紙八ツ切・ポスター用紙
 対象  県内の小中学生
 応募方法  在学中の小中学校に提出
 問い合わせ  高知市計量検査所
TEL088・802・5753
高知県工業技術センター計量検定室
TEL088・845・7770
 ＨＰ  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/151405/

明るい選挙を呼びかける作品を募集します。入賞
者には記念品を贈呈するほか、作品を県選挙管理
委員会作成のカレンダーに掲載する予定です。 
 募集期間  ９月６日㈮まで
【ポスター部門】描画材料は自由。画用紙八ツ切・
　　　　　　  四ツ切
　※二次審査入選作品は全国審査に推薦。
【標語部門】400字詰原稿用紙一枚につき、標語
　　　　　一点
 応募資格  県内の小・中・高・特別支援学校に通
う学生。個人での応募も可。
 問い合わせ  高知県選挙管理委員会事務局
TEL088・834・9314
 ＨＰ  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/270101/

明るい選挙啓発コンクール

「計量強調月間」図画ポスターコンクール

地球温暖化の現状やその対策に関する知識の普
及、アドバイス等をボランティアで行っていただく方
を募集しています。
【任期】令和元年９月１日～令和４年８月31日
【活動内容】•学校や地域の学習会などの講演や
実演（地球温暖化防止出前講座）
•イベントなどでの温暖化防止の普及啓発活動など
 申込方法  県庁新エネルギー推進課のホーム
ページから必要書類をダウンロードのうえ、郵送もし
くは持参。
 募集期間  ７月３１日㈬まで
 対象  満20歳以上、県内在住・在勤・在学で地域
住民等とともに自主的な活動を行うことができる方。
 問い合わせ  県庁新エネルギー推進課
　　　　　  TEL088・821・4841
 ＨＰ  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030901/

高知県地球温暖化防止活動推進員

受講日 場　所 人数
11/9㈯
11/10㈰ ７０四万十市社会福祉センター

（四万十市）

11/30㈯
12/1㈰ ７０安芸市総合社会福祉センター

（安芸市）

12/7㈯
12/8㈰ ７０高知県立青少年センター

（香南市）

12/14㈯
12/15㈰ １２０高知商工会館

（高知市）

視覚に障害のある方など、活字図書の利用が困難
な方のために、文字情報をテキストデータに変換す
るボランティアを養成します。
 日時  ８月17日㈯  10時～16時
 場所  オーテピア１Ｆ会議室
 募集期間  ７月10日㈬～７月31日㈬まで
　　　　　（休館日：7/19､7/22、7/29）
 申込方法  メール、FAX
 申込書  オーテピア高知声と点字の図書館(ホー
ムページからのダウンロードも可）、県内の公立図
書館、高知市丸ノ内仮庁舎などで配布
 対象  パソコン（Macを除く）をお持ちで、日常的に
パソコンを使用し、ＰＣメールでのデータの送受信
ができる環境にある方。講座終了後、継続してボラ
ンティア活動ができる方
 定員  15名程度（先着順）
 申し込み・問い合わせ  オーテピア高知声と点字
の図書館　
TEL088・823・9488  FAX088・820・3218
 メール  kc-120200@city.kochi.lg.jp

デジタル資料製作ボランティア養成講座

地域や事業所での防災力を向上させるため、防災活
動の担い手となる防災士の養成講座を開催します。

 対象  県内に在住または在勤し、地域の防災活動
の中心となり、積極的に活動される方
 参加料  試験費用3,000円、合格時登録料5,000円
 問い合わせ  〒７８０-０８７０ 高知市本町3丁目3-39  
　　　　　  （高知放送南館６F）
㈱RKCプロダクション 防災士養成講座担当
TEL０９０・５７１１・６５１３　FAX０８８・８７２・０８９６
 ＨＰ  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/
（県庁南海トラフ地震対策課）

高知県防災士養成講座

視覚に障害がある方など、活字図書の利用が困難
な方のために、録音図書製作などの活動をしてくだ
さる音訳ボランティアを養成します。録音図書製作
にはパソコンを使用します。
 日時  7月27日㈯～令和2年3月21日㈯ 
　　　10時～12時【期間中全18回】
 場所  オーテピア高知声と点字の図書館 1階　
　　　会議室 他
 募集期間  ７月２日㈫～７月16日㈫
 申込方法  期間内に、直接ご来館のうえお申込み
ください。簡単な面接有り。（休館日：7/８）
 申込書  オーテピア高知声と点字の図書館、県内
の公立図書館、高知市丸ノ内仮庁舎などで配布
 対象  講座終了後，継続してボランティア活動が
できる方
 定員  １5名程度（申込み多数の場合は選考、パ
ソコンお待ちの方を優先する場合あり）
 受講料  無料（テキスト代は別途必要）
 問い合わせ  オーテピア高知声と点字の図書館
　　　　　　TEL088・823・9488

音訳ボランティア養成講座

出会いや結婚への支援を希望する独身者のお引
合せや情報提供をしていただくボランティアを養成
します。
【講座内容】
•婚活サポーター制度について
•婚活サポーターの活動紹介　など
 日時  7月13日㈯ 10時～12時
 場所  高知会館 3階 平安（高知市本町）
 対象  県内在住の成人
 定員  ５０人
 問い合わせ  県庁少子対策課
　　　　　  TEL088・823・9717
 ＨＰ  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060501/

婚活サポーター養成講座


