
技 能 士 の Ｗ Ａ Ｚ Ａ 大 集 合 ！

第第2200回回香香川川技技能能フフェェスステティィババルル開開催催
平成２０年１１月２９日（土）・３０日（日）の２日間、サンメッセ香川（高松市林町）大展示場において、「第

２０回香川技能フェスティバル」（主催：県技能士会連合会・県職業能力開発協会）が開催されました。

２０回目の節目を迎えた今回は、マイスター「匠の技」フェア（主催：全技連マイスター会中国・四
国ブロック会）が同時開催されるなか、ものづくりに挑戦する親子連れなどで大いに賑わい、２日間
で約７５００人もの入場者を迎え、盛況のうちに幕を閉じました。

香川の労働情報サイト
かがわーくネット

●平成２０年秋の褒章・厚生労働大臣表彰
●高等技術学校平成２１年度入校生募集
●jobナビかがわplus開設

http : //www.pref.kagawa.jp/rosei/

編集発行 香川県商工労働部労働政策課
高松市番町４丁目１番１０号

香川の労働情報
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祝 平成２０年 秋の褒章・厚生労働大臣表彰
黄綬褒章（業務精励）

すず き さとし

鈴木 諭（５９歳） （丸亀市 川崎造船�坂出工場 船舶艤装工）

４１年間の永きにわたり船舶艤装一筋に精励し、これまで２６０隻余の造船に携
わっている。特に、「船舶の顔」である居住区の鉄工工事では、難易度の高い
立体構造の歪取り作業が要求されるなか、その卓越した技術により生産性を大
きく向上させており、また、後進の育成や海外の造船所での現地指導にも積極
的に取り組んでいる。

厚生労働大臣表彰（技能検定関係功労者）
てら じま しょういち

寺島 庄市（６１歳）
（高松市 三洋防水工業�
代表取締役社長）

「防水施工職種」のウ
レタンゴム系塗膜防水工
事作業、合成ゴム系シー
ト防水工事作業などの技

能検定委員を務め、同検定試験の公正かつ円滑
な実施に多大な貢献をした。また、県防水施工
技能士会長として、傘下事業所への受検奨励に
努め、後継者育成を図るとともに、防水施工技
能士の地位向上に尽力している。

第４６回技能五輪全国大会・第３０回アビリンピック、県勢６名が入賞報告

平成２０年１０月下旬から１１月上旬にかけて、千葉県の幕張メッセなどを舞台に開催された両大会に総
勢３４人（技能五輪１０職種２４人・アビリンピック１０種目１０人）の県勢が出場し、銀賞１人を含む６人が
入賞を果たしました。
○技能五輪全国大会入賞選手
敢闘賞 美 容 香川 仁美（多度津町 ２３歳 Hair・Make GIGI）
敢闘賞 西洋料理 宮脇 慧 （高松市 ２０歳 高松国際ホテル）
敢闘賞 日本料理 稲井 陽輔（高松市 ２１歳 高松国際ホテル）
○アビリンピック入賞選手
銀 賞 フラワーアレンジメント 梶原 夏樹（丸亀市 ２６歳 地域活動支援センター丸亀）
努力賞 ワード・プロセッサ 星野尾雪江（高松市 ３３歳 身体障害者通所授産施設朝日エイト）
努力賞 木 工 前川 政行（丸亀市 ４５歳 香川県ふじみ園）

アビリンピックかがわ（平成２０年度香川県障害者技能競技大会）２月８日（日）に開催！

○競技職種
ワード・プロセッサ データベース 写真撮影 DTP フラワーアレンジメント
※喫茶サービス ※縫製 ※木工 ※パソコンデータ入力 ※事務所清掃（※知的障害者が対象）
○会 場 かがわ総合リハビリテーションセンター 県立高松養護学校 e－とぴあ・かがわ
○競技開始 ２月８日（日） 競技職種により９時～１０時 表彰・閉会式１４時３０分
○問合せ先 社団法人香川県雇用支援協会 TEL ０８７－８１１－２２８５

厚生労働大臣表彰（技能検定関係団体）

株式会社マキタ（高松市）
（代表取締役社長 槙田 實）

技能検定制度の発足以来、機械加工職種、仕
上げ職種など複数職種の受検を奨励し、従業員
の多能工化に取り組んでいる。また、長らく技
能検定委員の派遣に協力し、公正かつ円滑な検
定試験の実施に貢献するとともに、「ものづく
り名人」を小学校に派遣し実演させるなど、本
県の技能振興にも大きく寄与している。
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県県立立高高等等技技術術学学校校 平平成成２２１１年年度度訓訓練練生生募募集集！！
平成２１年度４月入校生の募集日程等をお知らせします。各訓練科の内容につきましては、各高等技
術学校にお問い合わせください。また、身体障害者の方で入校を希望する方は、各高等技術学校に、
雇用保険受給資格のある方は、各ハローワークにそれぞれご相談ください。

カレッジコース 『対象者：高校卒業以上（見込の方を含む）で、おおむね３０歳未満の方』

テクニカルコース 『対象者：職業訓練を希望するおおむね３０歳未満の方』

アビリティコース 『対象者：再就職を希望する方』※原則、新規学卒者の方は応募できません。

※既に１次・２次選考が終了しているため、募集人数が各訓練科により異なります。

※２次選考の募集は、１次選考で定員に満たない場合に行います。

※デザイン科（高松）については、日本版デュアルシステム（短期課程活用型）若年者コースとして実施。（１カ
月間の企業研修あり）『おおむね３５歳未満で、公共職業安定所の受講指示又は推薦を受けられる方』

◆問合せ先：高松高等技術学校（高松市郷東町５８７－１） TEL ０８７－８８１－３１７１
丸亀高等技術学校（丸亀市港町３０７） TEL ０８７７－２２－２６３３
労働政策課・職業能力開発グループ TEL ０８７－８３２－３３６７

四四国国職職業業能能力力開開発発大大学学校校 平平成成２２１１年年度度学学生生募募集集！！
平成２１年度４月入校生の募集日程等をお知らせします。各科の内容については、学務課にお問い合
わせください。
１．募集学科・定員

生産技術科 ２０人、電子情報技術科 ３０人、住居環境科 ２０人
２．応募資格：高等学校を卒業した者（平成２１年３月卒業見込みの者を含む）
３．入試科目：数学（数学�）、英語（英語�）
４．願書受付：１月２０日（火）～１月２９日（木）（当日消印有効）
５．試 験 日：２月５日（木）
６．合格発表：２月１８日（水）

◆問合せ先：独立行政法人雇用・能力開発機構 四国職業能力開発大学校
（〒７６３－００９３ 丸亀市郡家町３２０２番地）
TEL ０８７７－２４－６２５５（学務課）

校別 科 名 訓練期間 定員 募 集 日 程

高松

電子システム科

２年

１５ 受付期間：１月２６日（月）～２月１３日（金）
選 考 日：２月２０日（金）
合格発表：２月２７日（金）
選考方法：学科試験、職業適性検査、面接

自動車工学科 ２５
建築システム科 １５
キャドシステム科 １０

校別 科 名 訓練期間 定員 募 集 日 程

高松 塗装技術科

１年

１５ 受付期間：２月９日（月）～２月２７日（金）
選 考 日：３月１０日（火）
合格発表：３月１７日（火）
選考方法：学科試験、職業適性検査、面接

丸亀
建築技術科 １５

溶接技術科 １０

校別 科 名 訓練期間 定員 募 集 日 程

高松

造園科

６カ月

３０

受付期間：２月６日（金）～２月２０日（金）
選 考 日：３月４日（水）
合格発表：３月１１日（水）
選考方法：職業適性検査、面接

住宅リフォーム科 １５
介護サービス科 ２５
デザイン科 ８

丸亀
機械加工科 １５
木造住宅科 １０
情報ビジネス科 ２０
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企企業業のの人人材材確確保保をを支支援援ししまますす
県では、「香川県へのUJIターン就職を希望する社会人」や「県内外の学生」と「UJIターン人材や
新規学卒者の採用を希望する県内企業」が、インターネット上で求人・求職者情報の登録と閲覧がで
きるサイト「jobナビかがわplus」を開設しました。
現在、求人募集のない企業も、早期に企業情報を掲載しておき、県内就職を見据え企業研究してい
る求職者にPRすることができます。
ご登録いただいた方へのサービスは次のとおりです。

■企業向け
�香川県人材Uターンセンターに登録された人材情報の提供
�求職者の紹介
■学生・社会人向け
�香川県人材Uターンセンターに登録された企業情報の提供
�求人情報の提供
�求人への応募
■その他
�就職・採用情報のメール配信
�お手持ちの端末による登録情報の随時更新可能。
�システムを介して、希望者には「香川県人材Uターンセンター」が無料職業紹介を実施します。

現在、登録いただける企業を募集中です。ぜひ、この機会にご登録いただき、優秀な人材を確保し
てください。

◆問合せ先：労働政策課・雇用対策グループ TEL ０８７－８３２－３３６９
香川県人材Uターンセンター TEL ０８７－８３２－３９００
システムへのアクセスはこちら （URL http : //jobnavikagawa-plus.com/）

障害者雇用にご協力を

「障害者の雇用の促進等に関する法律」で
は、常用労働者５６人以上規模の事業主は、
１．８％（法定雇用率）以上の障害者を雇用す
ることが義務付けられています。
本県の平成２０年６月１日現在の、常用労働
者５６人以上規模の民間企業における障害者の
実雇用率は、前年に比べ０．０１％低下し、１．６７％
となっています。また、法定雇用率（１．８％）
を上回った企業の割合は、前年を０．２％上回
る５８．３％となっています。しかし、依然とし
て４割を超える企業では法定雇用率未達成の
状況が続いています。
事業主の方には、働くことは、障害のある
なしにかかわらず、自立した生活を支える基
本であることをご理解いただき、障害者の就
業機会の拡大にご協力をお願いします。

障害者雇用に関する制度・サービスは下記
URLをご覧ください
http : //www.pref.kagawa.jp/rosei/koyou/
syougaisya.html

建設雇用改善優良事業所に感謝状贈呈

厚生労働省は、毎年１１月を建設業で働く労
働者の労働環境の整備や労働条件の改善など
の雇用改善に、関心と理解を深めていただく
建設雇用改善推進月間に定めています。
県でも本月間の取組みの一環として、建設
労働者の雇用改善に積極的に努力した建設事
業者に知事感謝状を贈呈し、その功績を称え
ています。
平成２０年度は１２月９日、下記の事業所に感
謝状の伝達が行われました。
【建設雇用改善優良事業所】
事業所名：株式会社 香西工務店
所 在 地：高松市室町１９１９－１
代 表 者：代表取締役 香西 幸夫
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デデザザイインン科科のの受受託託企企業業をを募募集集！！！！
高松高等技術学校では、日本版デュアルシステムによるデザイナー養成コース、デザイン科を平成

２０年４月からスタートしています。このシステムは、公共職業訓練と企業内訓練とを組み合せた職業
訓練です。また、同校では、企業実習として、訓練生を受け入れていただける企業を募集しています。
○デュアルシステム（短期課程活用型）の概要

○要 件
� デザイン科に関連した企業内実習訓練が可能であり、効果的かつ適切に訓練が実施できる体
制・環境が整っていること

� 労働保険関係が成立しており、掛け金の滞納がないこと
� 労働安全衛生法に基づいた安全衛生管理体制がとられていること
� 過去３年以内に重大な労働災害が発生していないこと
� 企業研修（委託型実習）における担当指導者を選任することが可能であること
○実習修了後
常用雇用を目指していますが、雇用を義務づけるものではありません。

企業内訓練について興味のある、あるいは受託してもよいと考えている事業所は、ご遠慮なく下記ま
でお問合せください。また、具体的なカリキュラム構成や委託の詳細についてもお答えします。

高松高等技術学校（高松市郷東町５８７－１） TEL ０８７－８８１－３１７１
労働政策課・職業能力開発グループ TEL ０８７－８３２－３３６７

オオーーププンンキキャャンンパパスス参参加加者者募募集集！！
どのような仕事に就こうかと悩んでいる皆さまへ！一度、高松高等技術学校を覗いてください。就
職に役立つ資格、実務に求められる専門的な知識・技能を身に付けることができます。
電子システム・自動車工学・建築システム・キャドシステム（※１）／塗装技術（※２）／造園・
住宅リフォーム・デザイン・介護サービス（※３）の各分野に対応しています。
あなたのやりたいことを見つけませんか。
◆内 容：学校見学、各科の紹介、体験実習、相談など
◆日 程：１月２３日（金）
◆集合時間：９時３０分（終了は正午前を予定しています）
◆集合場所：高松高等技術学校 大会議室
◆対 象 者：上記※１ 高校卒業見込みの方、同程度以上の学力の方でおおむね３０歳までの方

※２ 塗装分野への就職希望のある方でおおむね３０歳までの方
※３ 各分野への就職希望のある方（学校卒業見込みの方は対象外です／デザイン

科はおおむね３５歳までの方）
■参加方法：１月２２日まで、電話・FAXにて受付けます。
■そ の 他：○当日は動きやすい服装で参加してください。

○公共交通機関利用の方は、JR高松駅・コトデン瓦町駅から運転免許センター行きの
バスがあります。
○自転車用駐輪場があります。
○自動車利用の方は多目的グランド（臨時駐車場）を利用してください。
※ ご不明の点については、下記までお問い合わせください。

高松高等技術学校 総務課（高松市郷東町５８７－１）
TEL ０８７－８８１－３１７１／FAX ０８７－８８１－６７８６

・施設内訓練 OFF－JT（at高松高等技術学校）
基礎的能力の付与（基礎的座学等）
授業料無料（県・国が負担）
技能者育成資金活用有り

・企業研修（at企業）
委託費（県→企業）
２４，０００円上限／人／月
労働災害補償保険（県負担）

・常用雇用

２１年４月入校 ２１年８月末 ２１年９月末修了

５カ月程度 １カ月程度
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勤勤労労者者のの生生活活をを応応援援ししまますす！！

香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度
県と四国労金の協調により、県内の勤労者のための生活の安定と福祉の向上を目的とした「融資制
度」です。

労労働働関関係係調調査査
【調査対象】県内の民間企業（従業員規模１０００人未満）の労働組合
■春季賃上げ要求・妥結状況調査 ■夏季一時金要求・妥結状況調査

労働組合基礎調査、年末一時金要求・妥結状況調査についても随時「かがわーくネット」で公開予
定です。

○全体の融資限度額 １人５００万円
○利用できる方 県内に居住しており、かつ現在の勤務先に１年以上勤務している方（賃

金遅払資金を除く）
○返済方法 原則として毎月元利均等償還（賃金遅払資金を除く）
○保 証 四国労働金庫の定めによる
○融資利率 平成２１年１月２５日現在

■子育て支援資金
育児資金
○出産のための通院・入院
○育児休業中の生活費 など
・融資限度額 １００万円
・融資利率 年利１．６％（固定金利・保証料別途）
・返済期間 ６年以内（据置１年以内を含む）

教育資金
○高等学校以上の学費
・融資限度額 学生・生徒一人につき２００万円
・融資利率 年利１．６％（固定金利・保証料別途）
・返済期間 ９年以内（据置４年以内を含む）

■ライフ・サポート資金■
○冠婚葬祭 ○ボランティア
○医療 ○スキルアップ など
・融資限度額 １００万円
・融資利率 年利２．４％（固定金利・保証料別途）
・返済期間 ６年以内（医療資金は据置１年以内含む）

■介護支援資金
○車椅子など介護用品の購入
○介護休業中の生活費 など
・融資限度額 １００万円
・融資利率 年利１．６％（固定金利・保証料別途）
・返済期間 ６年以内（据置１年以内を含む）

■賃金遅払資金
○賃金が遅払いになった際の生活費
・融資限度額 勤労者一人につき３０万円
・融資利率 年利１．６％（固定金利・保証料別途）
・返済期間 １年以内
・返済方法 原則として一括償還
・利用できる方 県内に居住し県内に勤務者する者

問合せ先
融資のご相談 四国労働金庫
〈フリーダイヤル〉 ０１２０－１７－４１６０
〈ホームページアドレス〉 http : //www.shikoku-rokin.or.jp/

企業規模 ３００人未満
３００人以上
１０００人未満

１０００人
未満 計

企業規模 ３００人未満
３００人以上
１０００人未満

１０００人
未満 計

妥結前
平均賃金

２１８，４８２円 ２６５，１０７円 ２２９，７３７円
妥結前
平均賃金

２１６，０３０円 ２９３，４４３円 ２３７，２８１円

要求額 ５，１１２円 ５，４２９円 ５，１８８円 要求額 ４４５，１４７円 ７４９，３５４円 ５３０，０４２円

妥結額 ３，０９０円 ３，１３８円 ３，１０２円 妥結額 ３８５，７９０円 ６７７，０４８円 ４６５，７４３円
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�� 香川労働局が雇用対策について次の相談窓口を設置しました ��
	 派遣労働者に対する支援等
労働者派遣契約の解除等に係る相談及び派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置について等
【相談窓口】職業安定課 需給調整係 TEL ０８７－８１１－８９２２


 採用内定を取り消された学生等への就職支援
採用内定の取消し通知を受けた大学生等からの相談や求人情報の提供や職業紹介等の支援
【特別相談窓口】しごとプラザ高松 学生相談コーナー TEL ０８７－８３４－８６０９

� 不適切な解雇、雇止めの予防等のための啓発指導等
労働条件や労務管理に係る問題についての相談等
【労働条件特別相談窓口】労働基準監督署及び総合労働相談コーナー

� 住宅喪失者に対する支援
社員寮等の退去を余儀なくされた方々への住宅確保のための相談支援（緊急避難的な雇用促進住
宅への入居あっせん及び住宅入居初期費用などの必要な資金の貸し付け等）
【安定就職コーナー】ハローワーク高松 TEL ０８７－８６９－８６０９

�������� 労働相談のご案内 ��������
〇香川県労働政策課

相談内容

・賃金 ・労働条件 ・休日、休暇
・解雇 ・退職勧奨 ・セクハラ等

県庁 本館１４階 TEL ０８７－８３２－３３７１
８時３０分～１７時（土日・祝日を除く）
相談は、来庁または電話で、匿名での相談にも応じます。
相談内容に関する秘密は厳守、相談費用は無料です。
非正規労働者の方からの相談も受け付けています。

�� 必ずチェック最低賃金！ 使用者も 労働者も ��
香川県最低賃金は、平成２０年１０月１９日から【時間額６５１円】に改定されました。
この最低賃金は、臨時やパートを含むすべての労働者に適用されます。
ただし特定の産業については、特定最低賃金が適用されます。
詳しくはホームページをご覧になるか下記にお問い合わせください。
http : //www.pref.kagawa.jp/rosei/fukushi/saitei-tingin.html
【問合せ先】香川労働局賃金室 TEL ０８７－８１１－８９１９

��������� 労 委 だ よ り ���������
【無料労働相談】
解雇や賃金引下げなど、労働問題のトラブルに関する相談を受付ています。奇数月の第４火曜日（た
だし、１月は２８日（水））に労働委員会委員による労働相談（事前予約制）も行っています。お気軽に
ご相談ください。
【あっせん】
労働問題に関するトラブルを簡易・迅速に解決する方法として、あっせん制度があります。
これは、公平中立なあっせん員が当事者の間に入り、合意点を探りながら、話合いによって問題を
円満に解決する制度です。費用は無料、秘密も厳守します。詳しくは、労働委員会事務局までお問い
合せください。

レーバーナ ヤ ミ ニ ミ ナ ニ １バン

【問合せ先】香川県労働委員会事務局 Ｔ Ｅ Ｌ
（labor（労働）悩みに 皆に一番）

087－832－3721
相談時間 ８時３０分～１７時１５分（土日・祝日を除く）
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～～ 子子育育てて行行動動計計画画策策定定企企業業認認証証ママーークク ～～
を取得しましょう！

少子化社会において、働きながら子育てをしやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいる
企業を応援します。

子育て行動計画策定企業認証マークを取得されると
�県の広報誌等を活用してPRします。
�認証マークのシールを差し上げます（名刺やパンフレットなどに貼
り付けることにより、取り組み活動のPRに役立ちます）。

�また、商工中金高松支店では、取得企業を支援するため、「かがわ
子育て応援企業ローン」が創設されました。（詳しくは、商工中金
高松支店にお問い合わせください）。 TEL ０８７－８２１－６１４５

◆申請資格◆
○ 県内に本店を置き、「次世代育成支援対策推進法」で定める「一般事業主行動計画」を策
定することが努力義務とされている企業
○ 一般事業主行動計画は、育児・介護休業法に定める基準以上の内容を定めるなど、県が別
に定める基準を満たした内容となっていること

◆申請方法◆
申請書に一般事業主行動計画、香川労働局に提出した同計画策定・変更届（様式第一号）の写
し及び就業規則等を添えて御提出ください。

問合せ先：労働政策課 総務・労政グループ TEL ０８７－８３２－３３６６

★子育て行動計画策定企業認証マーク交付企業一覧（敬称略）★
牟禮印刷�、�香川県中小企業団体中央会、北四国綜合警備保障�、�富士通インフォテックサ
ービス、�高松アセットビルディング、�ハッピーライフ愛、�香川県労働者福祉協議会、西日
本企業�、�スワキャンバス、（社会福祉法人）吉祥、�シニアライフアシスト、�松倉製作所、
�アトムアソート、�常磐タクシー、�八栗、�花園タクシー、悠悠�、�アクセプト、�三昌
通運、�朝日通商、特定非営利活動法人わははネット、石丸製麺�、�アポロシステム、香川県
信用組合、�吉翔会、�永井組（以上高松市） 大和タクシー�、�尚誠会、坂出食糧卸協同組
合、�五色会（以上坂出市） �光工作所、�大林産業、ベーシック�、�サヌキ技研、宗広産
業�、岩崎タクシー�（以上丸亀市） 三急通商�、サングローブ�、アーバン工芸�（以上東
かがわ市） スタジオエス（さぬき市） �ハートフルケア、�西讃中央設計（以上観音寺市）
富士タクシー�（善通寺市） 本山タクシー�、�矢野材木店（以上三豊市） �讃陽堂松原
病院、三木タクシー�、�アトリエ香川、若松繊維�、�三木山田清掃、�三森、�レガン、ハ
イスキー食品工業�（以上三木町） 琴平バス�（琴平町） �圭良会、�長峰製作所（以上ま
んのう町）

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４０００００００００００００００００００００００００００００回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回 香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展ををををををををををををををををををををををををををををを開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催しししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
種 目：日本画・洋画・書・写真
開催期間：平成２１年２月１９日（木）～２月２２日（日）〈申込締切：平成２１年１月３０日（金）〉
開催時間：９時～１７時（金曜日は１９時３０分、最終日は１５時３０分まで）
会 場：香川県立ミュージアム 高松市玉藻町５－５ TEL ０８７－８２２－０００２
入 場 料：無料
問合せ先：労働政策課 総務・労政グループ TEL ０８７－８３２－３３６６

（http : //www.pref.kagawa.jp/rosei/topics/event２０/２０kinbiten.html）
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