
えいが じょうえいかい

バリアフリー映画上映会
「湯を沸かすほどの熱い愛」を字幕・
音声解説付きで上映
時：9月22日（日）13:30～16:00
場：情報交流センターBig･U（田辺市）
定：50人
申・問：郵送、電話、FAX、Eメールで
住所、氏名、電話番号を9月14日ま
でに県点字図書館
〒640-8319和歌山市手平2-1-2
和歌山ビッグ愛5階
☎073-488-5721 ℻073-488-5731
　  wakaten@wakaten.jp
 和歌山県点字図書館

はったつしょうがいじ しゃ じゅんかいそうだん

発達障害児・者 巡回相談
時・場：①橋本保健所 10月17日、11
月14日の木曜
②御坊保健所 9月20日、10月18日、
11月15日の金曜
③新宮保健所串本支所 11月28日（木）
いずれも11:00～16:00
申・問：電話、FAX、Eメールで希望
日1週間前までに県発達障害者支援
センターポラリス
☎073-413-3200 ℻073-413-3020
 　 polaris@jtw.zaq.ne.jp

せきじゅうじけんみんだいがく

赤十字県民大学
①健康と病気の講座（6回）
②家庭での介護の講座（6回）
③病気と食物の講座（2回）
時：10月19日～令和2年2月8日の指
定する土曜10：00～12：00
場：日赤和歌山医療センター（和歌山市）
定：①200人②③各50人
費：無料（テキスト代別）
申・問：往復ハガキ、電話で講座名、住所、
氏名（フリガナ）、電話番号を9月30日ま
でに日赤和歌山医療センター社会課
〒640-8558和歌山市小松原通4-20
☎073-422-4171

けんりついだいほけんかんごがくぶこうかいこうざ

県立医大保健看護学部公開講座
テーマ：生き生き健康づくり
時：10月5日（土）13:00～15:00
場：県立医大保健看護学部（和歌山市）
対・定：中学生以上 100人
申・問：郵送、FAXで住所、氏名、年
齢、電話番号を県立医大保健看護学
部事務室
〒641-0011和歌山市三葛580
☎073-446-6700 ℻073-446-6720
 和歌山県立医大

さいしん いがく いりょう

最新の医学・医療カンファランス
テーマ：①健康を維持するための食生
活のすすめ②聞いて得するくすりの話
時：9月12日（木）14:00～16:00
場：県立医大紀三井寺キャンパス図
書館棟（和歌山市）
定：100人
問：県立医大生涯研修センター
☎073-441-0789　
 和歌山県立医大

やくざいし たいけん

こども薬剤師体験イベント
時：11月24日（日）①10:00～12:30
②13:30～16:00
場：県立医大病院（和歌山市）
対：県内在住の小学5・6年生
定：各24人
申・問：ハガキで住所、氏名（ふりが
な）、学年、学校名、保護者氏名、電
話番号を9月30日までに県立医大病
院薬剤部〒641-8510和歌山市紀三
井寺811-1 ☎073-441-0505
 和歌山県立医大病院

せんざいかんごしょくふくしょくしえんけんしゅう

潜在看護職復職支援研修
講義・演習・臨地実習
時：10月16日（水）～18日（金）・21
日（月）・23日（水）・24日（木）
場：情報交流センター Big・U（田辺
市）、県内病院など
対・定：看護職の有資格者で現在就業
していない方 20人
申・問：郵送、電話、FAX、Eメールで
所定の申込書（申込先で配布）を9月
30日までに県ナースセンター
〒642-0017海南市南赤坂17
☎073-483-0234 ℻073-483-1266
　  riji@wakayama-kangokyokai.or.jp
 和歌山県看護協会
※一時保育は要予約保育士応援カフェ

保育士として再就職を検討されてい
る方の情報交換の場
時：9月11日（水）13:30～15:30
場：よりみちサロンいおり（田辺市）
問：田辺市社会福祉協議会 紀南福祉
人材バンク ☎0739-26-4918

けんなんびょう こ ほけんそうだん

しえん し
県難病・子ども保健相談

支援センターからのお知らせ
①疾患別患者・家族交流会
時：［1］特発性間質性肺炎
9月25日（水）13:30～15:30
［2］ベーチェット病
10月5日(土)10:00～12:00
［3］重症筋無力症
10月5日（土）13:30～16:00
場：［1］［2］*県難病・子ども保健相談
支援センター（和歌山市）［3］県立医
大病院（和歌山市）
対・定：患者、家族 各10人
②難病患者の就労・年金・療養相談会
時：10月3日（木）13:30～16:30
場：和歌山市中央コミュニティセンター
対・定：患者、家族 15人
③小児1型糖尿病講演会
時：10月5日（土）14:00～15:30
場：和歌山ビッグ愛（和歌山市）
対・定：患者、家族、保健・医療・福祉
関係者など 50人
①～③共通
申・問：電話、FAXで行事名、住所、
氏名、電話（FAX）番号、（③のみ一時
保育の有無）を開催10日前までに県
難病・子ども保健相談支援センター
☎073-445-0520 ℻073-445-0603
※②③手話通訳・要約筆記は
要予約

せいねんこうけんせいど

そうだんかい
成年後見制度・

くらしなんでも相談会
第1部　成年後見制度説明会
第2部　くらしなんでも相談会
時：①10月8日（火）②28日（月）③11
月25日（月）④26日（火）⑤12月2日
（月）⑥令和2年1月21日（火）⑦24日
（金） いずれも13:30～16:30
場：①県庁北別館②那賀振興局（岩出
市）③日高振興局（御坊市）④伊都振
興局（橋本市）⑤有田振興局（湯浅町）
⑥東牟婁振興局（新宮市）⑦西牟婁振
興局（田辺市）
定：各8人　　　（第2部のみ・要申込）
申・問：郵送、FAXで所定の申込書（申
込先、WEBサイトなどで配布）を開
催３日前までに県庁福祉保健総務課
℻073-425-6560
※手話通訳・要約筆記は要予
約

ゆうあいスポーツフェスタ
ボランティア

知的障害のある方々の交流と親睦を
図るスポーツ祭典の手伝い
時：11月17日（日）9:30～16:30
場：和歌山ビッグホエール（和歌山市）
対：県内在住の18歳以上（平成31年
4月1日現在）の方
申・問：電話、Eメールで住所、氏名、
生年月日、電話番号、メールアドレ
スを9月24日までに県ゆうあいス
ポーツフェスタ実行委員会
☎073-487-4352
　  wakayamayuuai@yahoo.co.jp

にんちしょうしっかんいりょう

しみんこうかいこうざ
認知症疾患医療センター

市民公開講座
時：9月28日（土）15:00～17:00
場：県立医大講堂（和歌山市）
定：400人
問：県立医大認知症疾患医療センター
☎073-441-0776
 和歌山県立医大病院

とうにょうびょうよぼう

糖尿病予防キャンペーン
講演、実技指導、展示など
時：9月15日（日）13:00～16:00
場：*県JAビル（和歌山市）
定：200人（講演のみ）
問：県糖尿病啓発県民講座実行委員会
☎073-445-9436

いりょうてき じ とう しえんしゃ

ようせいけんしゅう
医療的ケア児等支援者・
コーディネーター養成研修
時：①支援者 11月30日（土）、12月
1日（日）2日間
②コーディネーター 11月30日（土）、
12月1日（日）、令和2年2月1日（土）・
2日（日）4日間
場：情報交流センターBig・U（田辺市）
定：各50人
申・問：郵送、FAXで所定の申込書
（申込先で配布）を10月10日までに
和歌山つくし医療・福祉センター
〒649-6215岩出市中迫665
☎0736-62-4121
℻0736-62-8185
※一時保育・手話通訳・要約筆記は要予約

ほいくし おうえん
子供・若者育成支援県民大会
青少年健全育成功労者・団体への表
彰、パネルディスカッションなど
時：10月26日（土）13:00～16:00
場：有田市民会館
定：700人
問：県庁青少年・男女共同参画課　
※手話通訳・要約筆記あり

こども わかものいくせいしえんけんみんたいかい

9月20日（金）＜消印有効＞までに住所、氏名、年齢、電話番号、商品名、県民の友へ
の感想を記入のうえ、ハガキで〒６４０-８５８５（住所不要）和歌山県広報課
「プレミア和歌山プレゼント」係へご応募ください。

抽選で10名様にプレミア和歌山推奨品
「木のくにの恵み　なた豆茶（50ｇ）」をプレゼント！

『プレミア和歌山』は、“和歌山らしさ”“和歌山ならでは”の視点で
審査し、優良な県産品を推奨する制度です。

木のくにの恵み　なた豆茶

問：県庁広報課　☎073-441-2032
※皆さんの個人情報は、和歌山県個人情報保護条例に基づき適切に取り扱います。

和歌山県優良県産品

原材料のなた豆は農薬不使用で、栽培から加工まで一貫生産しています。
天日干し、自家焙煎にこだわった、安心・安全な美味しい商品です。

き めぐ まめちゃ

 プレミア和歌山

日高元気塾　☎0738-63-2944

中高生読書まつり・POPコンクール
おすすめの本を紹介するPOPを募集
対：県内在住・在学の中学・高校生（特
別支援学校含む）など
申・問：郵送、持参で応募票（申込先、
公立図書館、学校などで配布）を作
品裏面に貼付し、9月3日～10月11
日に県立図書館
〒641-0051和歌山市西高松1-7-38
☎073-436-9520
 和歌山県立図書館

ちゅうこうせいどくしょ ポップ

ばいせん

時…期日・時間　場…場所・会場
対…対象・資格　定…定員　費…費用
申…申込・応募方法　問…問合せ　
　 …Eメール
QRコード…県ウェブサイトへリンク
　　…ウェブサイトを検索
＊は県庁の敷地内にはありません

県庁・県教育庁

☎073-432-4111（代表）
〒640-8585　○○○課あて
（県庁の住所記入不要）
和歌山県のWEBサイトは

https://www.pref.wakayama.lg.jp/

各振興局代表電話
海　草 県庁代表と同じ
　健康福祉部 ☎073-482-0600
　建設部 ☎073-423-3281
那　賀 ☎0736-63-0100
伊　都 ☎0736-34-1700
　健康福祉部 ☎0736-42-3210
有　田 ☎0737-63-4111
日　高 ☎0738-22-3111
　健康福祉部 ☎0738-22-3481
西牟婁 ☎0739-22-1200
東牟婁 ☎0735-22-8551
　健康福祉部
　串 本 支 所 ☎0735-72-0525

　串本建設部 ☎0735-62-0755
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