ソーレスコープ、セミナーガイド配布場所
施設名

配布場所

郵便番号 住所
高知市

こうち男女共同参画センター「ソーレ」

１階アトリウム

780-0935 高知市旭町３－１１５

高知県庁

県民室

780-8570 高知市丸ノ内１－２－２０

高知市役所

本庁舎１階書架

780-8571 高知市本町５－１－４５

高知市文化プラザ「かるぽーと」

８階ロビー

780-0832 高知市九反田２－１

高知県立美術館

１階エントランス

781-8123 高知市高須３５３－２

高知県立牧野植物園

本館五台山ロビー

781-8125 高知市五台山３５７９－２

くろしおアリーナ

１階受付前

781-8125 高知市五台山１７３６－１

ふくし交流プラザ

１階ロビー

780-8065 高知市朝倉戊３７５－１

ヨネッツこうち

１階エントランス、１階休憩コーナー

781-0270 高知市長浜６４５９

高知県立文学館

１階ロビー

780-0850 高知市丸ノ内１－１－２０

高知県立県民文化ホール

１階交流スペース

780-0870 高知市本町４－３－３０

龍馬のうまれたまち記念館

館内交流サロン

780-0901 高知市上町２－６－３３

わんぱーくこうちアニマルランド

アニマルギャラリー内 配布棚・机

780-8010 高知市桟橋通６－９－１

子育て支援センター「あい」

780-8015 高知市百石町２－１８－２５ 母子生活支援施設ちぐさ内

子育て支援センター ぽけっとランド

入口エントランス

780-8050 高知市鴨部８６０－１ 高知市西部健康福祉センター１Ｆ

港孕地域子育て支援センター
いるかひろば

棚

780-8023 高知市六泉寺町２２番地 港孕保育園内

木村会館

１階ロビー

780-0935 高知市旭町３丁目１２１

高知こどもの図書館

１階入口、配架棚

780-0844 高知市永国寺町６－１６

オーテピア高知図書館

780-0842 高知市追手筋２丁目１－１

高知市立潮江市民図書館

780-8010 高知市桟橋通2丁目1-50

高知市立長浜市民図書館

781-0270 高知市長浜690-5

高知市立江ノ口市民図書館

780-0051 高知市愛宕町1丁目10-7

高知市立下知市民図書館

780-0815 高知市二葉町10-7

高知市立春野市民図書館

781-0304 高知市春野町西分340

高知大学附属図書館

780-8520 高知市曙町2丁目5-1

高知県立大学綜合情報センター池図書館

780-0111 高知市池2751-1

高知県立大学総合情報センター永国寺図書館

780-8515 高知市永国寺町2-22

高知学園短期大学図書館

780-0955 高知市旭天神町292-26

高知市潮江市民会館

780-8034 高知市南河ノ瀬町１６１

高知市長浜市民会館

１階ロビー

781-0270 高知市長浜４２５０

高知市介良市民会館

１階入口

781-5107 高知市介良丙３２９

高知市一宮市民会館

市民会館玄関

781-8130 高知市一宮１８９１

高知市小高坂市民会館

１階ロビー

780-0927 高知市山ノ端町３２－５

高知市朝倉総合市民会館

780-8065 高知市朝倉戊585－１

高知市海老川市民会館

780-8066 高知市朝倉己422－１

高知市西山市民会館

780-8040 高知市神田140－２

高知市松田市民会館

１階出入り口内

780-8066 高知市朝倉己９５９－１

高知市小石木市民会館

780-8032 高知市小石木町182－４

高知市春野秋山市民会館

781-0321 高知市春野町秋山107-1

高知市春野弘岡中市民会館

781-0302 高知市春野町弘岡中134-1
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ソーレスコープ、セミナーガイド配布場所
施設名
高知県人権啓発センター

配布場所

郵便番号 住所

５階パンフレット置場

780-0870 高知市本町４－１－３７

高知青年会議所

780-0870 高知市本町２－1－15 安藤ビル３階

高知県商工会議所女性会連合会

１階ロビー

780-0870 高知市本町１－６－24

高知市東部健康福祉センター

781-8121 高知市葛島４－３－３

高知県中小企業団体中央会

玄関 カウンター

781-5101 高知市布師田３９９２－２

放送大学 高知学習センター

２階学生控室

780-8520 高知市曙町２－５－１ 高知大学内

高知県就職支援相談センター
ジョブカフェこうち

780-0841 高知市帯屋町２丁目１－35 片岡ビル

県立塩見記念青少年プラザ

780-0915 高知市小津町６-４ 2階

地域子育て支援センター「あい」

780-8015

高知市百石町２－１８－２５

地域子育て支援センター 「にこにこひろば」

780-8072

高知市曙町１－１１－８

地域子育て支援センター 「あそぼっと」

780-8082

高知市若草南町２３－４７

地域子育て支援センター 「ぽけっとランド」

780-8050

高知市鴨部８６０－１

地域子育て支援センター 「いるかひろば」

780-8023

高知市六泉寺町２２番地

地域子育て支援センター

781-8136

高知市一宮西町４－１４－１６

地域子育て支援センター 「うららかなかよし広場」

781-0314

高知市春野町南ヶ丘1-9-1

地域子育て支援センター 「たんぽぽ」

781-0011

高知市薊野北町2-7-5

地域子育て支援センター 「くすくすひろっぱ」

781-8121

高知市葛島4-3-3

地域子育て支援センター 「はるの・わくわくぽけっと」

781-0304

高知市春野町西分1-1

地域子育て支援センター 「こあら」

780-8040

高知市神田1410-3

地域子育て支援センター 「さくらんぼの森」

780-0841

高知市帯屋町２丁目2-9

サニーマートあぞの店

781-0015 高知市薊野西町３－１８－１８

サニーマート神田店

780-8040 高知市神田８０４

サニーマート御座店

780-0083 高知市北御座１０－１０

サニーマート瀬戸店

781-0251 高知市瀬戸西町３－１３－１

サニーマート高須店

781-8121 高知市葛島１－１０－７１

サニーマート土佐道路東店

780-8035 高知市河ノ瀬町２８－１

サニーマート中万々店

780-0972 高知市中万々４０－１

サニーマート六泉寺店

780-8023 高知市六泉寺町２２３－２

サニーマート山手店

780-0957 高知市町山手町78-1

毎日屋あさくらセンター店

780-8052 高知市鴨部３－９－２６

毎日屋あたご店

780-0051 高知市愛宕町４－１７－２０

毎日屋大橋通り店

780-0841 高知市帯屋町２－４－７

毎日屋さんばし店

780-8010 高知市桟橋通３－２６－３

毎日屋土佐道路店

780-8066 高知県高知市朝倉己152-1

高知市一宮保育園

室戸市
室戸市役所

人権啓発課

781-7185 室戸市浮津２５－１

室戸市立市民図書館

781-7102 室戸市室津２４０４－５

道の駅 吉良メッセ室戸

781-6833 室戸市吉良川町丙890-11
安芸市

安芸市役所

まちづくり課

784-8501 安芸市矢ノ丸１丁目４－４０

安芸市民図書館

784-0001 安芸市矢ノ丸3丁目12-29

道の駅 大山

784-0046 安芸市下山町黒ハエ1400
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ソーレスコープ、セミナーガイド配布場所
施設名

配布場所

郵便番号 住所
香南市

香南市役所

市民室

781-5292 香南市野市町西野２７０６

香南市野市図書館

781-5232 香南市野市町西野594

香南市香我美図書館

781-5332 香南市香我美町徳王子2220-1

吉川市民館

781-5241 香南市吉川町吉原287-1

香南市総合子育て支援センター 「にこなん」

781-5232 香南市野市町西野2072-4

道の駅 やす

781-5602 香南市夜須町千切537-90
香美市

香美市立ふれあい交流センター

782-0047 香美市土佐山田町１９６１

香美市立中央公民館

782-0034 香美市土佐山田町宝町２－１－２７

香美市立図書館

782-0031 香美市土佐山田町東本町２－１－２０

高知工科大学附属情報図書館

782-8502 香美市土佐山田町宮ノ口185

道の駅

781-4212 香美市香北町美良布1211

美良布
南国市

南国市役所

１階総合案内

783-8501 南国市大埇甲２３０１

南国市立図書館

783-0011 南国市後免町２－３－１３

高知大学附属図書館医学部分館

783-8506 南国市岡豊小蓮

高知大学附属図書館農学部分館

783-8502 南国市物部乙200

高知工業高等専門学校図書館

783-0093 南国市物部乙200-1

地域子育て支援センター

783-0005

南国市大そね乙3553-1

783-0004

南国市大そね甲2504

地域子育て支援センター ひよこルーム

783-0004

南国市大そね甲320

サニーアクシス 南国店

783-0005 南国市大そね乙１００９－１

道の駅

783-0052 南国市左右山102-1

子育て支援センター

おひさま

キンダーガーデンおおしの

南国風良里
土佐市

土佐市役所

１階ロビー

781-1101 土佐市高岡町甲２０１７－１

土佐市立とさし男女共同参画センター

781-1101 土佐市高岡町甲２１９２－１

土佐市立市民図書館

781-1101 土佐市高岡町甲2177

土佐市立市民図書館宇佐分館

781-1161 土佐市宇佐町宇佐1133-3

土佐市立市民図書館戸波分館

781-1134 土佐市家俊1070

土佐市地域子育て支援センター 「なかよし広場」

781-1105

土佐市蓮池1331

土佐市地域子育て支援センター 「とっとこ広場」

781-1161

土佐市宇佐町宇佐1133-1

サニーマート高岡店

781-1101 土佐市高岡町甲３３３－４
須崎市

須崎市立人権交流センター

785-0016 須崎市栄町８－３２

須崎市立図書館

785-0013 須崎市西古市町６－１５

須崎市立市民文化会館

785-0003 須崎市新町２－７－１５

道の駅 かわうその里すさき

785-0022 須崎市下分甲263-3
四万十市

四万十市役所

１階ホール

787-8501 四万十市中村大橋通4丁目１０

四万十市役所

生涯学習課

787-0010 四万十市古津賀4丁目41
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ソーレスコープ、セミナーガイド配布場所
施設名

配布場所

郵便番号 住所

四万十市立図書館

787-0033 四万十市大橋通4-10

四万十市立図書館西土佐分館

787-1601 四万十市西土佐江川崎2445-2

サニーマート四万十店

787-0010 四万十市古津賀4丁目30

道の駅 よって西土佐

787-1601 四万十市西土佐江川崎2410番地3
宿毛市

宿毛市役所

玄関ホール

788-8686 宿毛市桜町２－１

宿毛市立坂本図書館
宿毛文教センター
道の駅

788-0001 宿毛市中央2丁目7-14
玄関ホール

788-0001 宿毛市中央２－７－１４

すくも

788-0053 宿毛市坂ノ下1023-44
土佐清水市

土佐清水市役所

じんけん課カウンター

787-0392 土佐清水市天神町１１－２

土佐清水市中央公民館

787-0306 土佐清水市幸町４－１２

土佐清水市 下川口市民センター

787-0559 土佐清水市下川口９８４－２

土佐清水市 下ノ加江市民センター

787-0242 土佐清水市下ノ加江２４０－５

土佐清水市 三崎市民センター

787-0451 土佐清水市三崎浦１－８－１

土佐清水市立市民図書館

787-0306 土佐清水市幸町4-19

サニーマート清水店

787-0303 土佐清水市旭町３－１８

道の駅 めじかの里土佐清水

787-0450 土佐清水市三崎字西シリソメ671-1
東洋町

東洋町文化会館

781-7301 安芸郡東洋町大字野根丙１９６３－２

東洋町立図書館

781-7301 安芸郡東洋町大字野根丙1795
馬路村

馬路村役場

１階ロビー

781-6201 安芸郡馬路村大字馬路４４３

魚梁瀬多目的施設

１階ロビー

781-6202 安芸郡馬路村大字魚梁瀬１０－１１

馬路村役場 教育委員会

781-6201 安芸郡馬路村大字馬路443
奈半利町

奈半利町役場

１階ロビー

781-6402 安芸郡奈半利町乙１６５９－１

奈半利町町民会館

781-6402 安芸郡奈半利町乙1297番地２
田野町

田野町役場

１階ロビー

781-6410 高知県安芸郡田野町１８２８－５

田野町立図書館

781-6410 安芸郡田野町1456-42

道の駅 田野駅屋

781-6410 安芸郡田野町1431-1
安田町

安田町役場

１階受付カウンター

781-6421 安芸郡安田町大字安田１８５０

安田町文化センター

781-6423 安芸郡安田町大字西島40-2
北川村

北川村役場窓口

781-6441 安芸郡北川村野友甲１５３０

北川村民会館

781-6441 安芸郡北川村大字野友甲618

北川村温泉

781-6451 安芸郡北川村小島１２１
芸西村

芸西村福祉館

781-5701 安芸郡芸西村和食甲２１０－１
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施設名

配布場所

郵便番号 住所

芸西村立図書館

781-5701 安芸郡芸西村和食甲1262
本山町

本山町役場

１階ロビー

781-3692 長岡郡本山町本山５０４
781-3601 長岡郡本山町本山506-3

本山町立本山中央公民館 さくら図書室

大豊町
大豊町役場本庁

789-0392 長岡郡大豊町高須２３１

大豊町総合ふれあいセンター

789-0250 長岡郡大豊町黒石３４５－７

道の駅

789-0311 長岡郡大豊町杉743-1

大杉
土佐町

土佐町教育委員会事務局

781-3492 土佐郡土佐町土居２０６番地

土佐町役場

781-3492 土佐郡土佐町土居１９４

土佐町立図書館

781-3401 土佐郡土佐町土居177

道の駅 土佐さめうら

781-3521 土佐郡土佐町田井448-2
大川村

大川村役場

781-3703 土佐郡大川村小松27-1

大川大川村教育委員会（ことな館）

781-3721 土佐郡大川村中切16-4
いの町

いの町役場

町民課

781-2192 吾川郡いの町１７００－１

いの町立伊野公民館

781-2110 吾川郡いの町３５９７

すこやかセンター伊野

781-2110 吾川郡いの町１４００

いの町立図書館

781-2110 吾川郡いの町3618
781-2100

いの町地域子育て支援センター 「ぐりぐらひろば」

吾川郡いの町1510-1

サニーマート伊野店

781-2100 吾川郡いの町１１８８

サニーアクシスいの店

781-2100 吾川郡いの町２０５

道の駅 土佐和紙工芸村

781-2136 吾川郡いの町鹿敷1226

道の駅 木の香

781-2615 吾川郡いの町桑瀬225-24

道の駅 ６３３美の里

781-2401 吾川郡いの町上八川甲1160-2
中土佐町

中土佐町役場

789-1301 高岡郡中土佐町久礼６６０２－２

中土佐町役場大野見庁舎

789-1401 高岡郡中土佐町大野見吉野１２

中土佐町教育委員会分室

789-1301 高岡郡中土佐町久礼６５８４－１

中土佐町上ノ加江公民館

789-1302 高岡郡中土佐町上ノ加江２７６７－２

中土佐町大野見青年の家図書室

789-1401 高岡郡中土佐大野見吉野12

中土佐町立文化館図書室

789-1301 高岡郡中土佐町久礼6602-2

中土佐町上ノ加江公民館

789-1301 高岡郡中土佐町上ノ加江2767-2

道の駅 なかとさ

789-1301 高岡郡中土佐町久礼8645番地2
佐川町

佐川町役場

１階ロビー

789-1292 高岡郡佐川町甲１６５０－２

佐川町立図書館

789-1202 高岡郡佐川町乙1862-1

桜座

789-1201 高岡郡佐川町甲３４６－１
越知町
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ソーレスコープ、セミナーガイド配布場所
施設名
越知町役場

配布場所

郵便番号 住所

１階受付

781-1301 高岡郡越知町越知甲１９７０

越知町保健福祉センター

781-1301 高岡郡越知町越知甲１９７０

越知町立本の森図書館

781-1301 高岡郡越知町越知甲1948

観光物産館 越知駅

781-1301 高岡郡越知町越知甲1736番地7
四万十町
786-0008 高岡郡四万十町榊山町３－７

四万十町農村環境改善センター
四万十町役場

１階受付

781-1301 高岡郡四万十町茂串町３－２

四万十町大正総合支所

786-0393 高岡郡四万十町大正３８０

四万十町十和総合支所

786-0504 高岡郡四万十町十川１５１－１

四万十町興津出張所

786-0045 高岡郡四万十町興津１５６７

四万十町立図書館

786-0004 高岡郡四万十町茂串町9-20

四万十町立大正分館

786-0301 高岡郡四万十町大正380

道の駅

786-0301 高岡郡四万十町大正17-1

四万十大正

道の駅 あぐり窪川

786-0026 高岡郡四万十町平串284-1

道の駅 四万十とおわ

786-0535 高岡郡四万十町十和川口62-9
檮原町

檮原町保健福祉支援センター

１階

785-0612 高岡郡檮原町川西路２３２０－１

梼原町立図書館雲の上図書館

785-0610 高岡郡梼原町梼原1212-2

道の駅

785-0621 高岡郡檮原町太郎川3799-3

ゆすはら
津野町

785-0595 高岡郡津野町力石２８７０

津野町役場西庁舎
津野町役場本庁舎

１階窓口

785-0201 高岡郡津野町永野４７１－１

津野町総合保健福祉センター里楽

785-0202 高岡郡津野町姫野々４３１－１

津野町立図書館かわうそ館

785-0202 高岡郡津野町姫野々433-2

津野町立図書館虎太郎館

785-0501 高岡郡津野町力石2870

道の駅

785-0411 高岡郡津野町船戸654-1

布施ケ坂
仁淀川町

仁淀川町役場本庁

１階ロビー

781-1892 吾川郡仁淀川町大崎１２４

仁淀川町交流センター４階図書室

781-1501 吾川郡仁淀川町大崎460-1
日高村

日高村役場

１階受付

781-2194 高岡郡日高村本郷６１－１

日高村立図書館コスモス文庫

781-2153 高岡郡日高村本郷192
黒潮町

黒潮町役場

１階

789-1992 幡多郡黒潮町入野２０１９－１

黒潮町立佐賀図書館

789-1720 幡多郡黒潮町佐賀1080-1

黒潮町立大方図書館

789-1931 幡多郡黒潮町入野6931-3

大方あかつき館

789-1931 幡多郡黒潮町入野６９３１－３

道の駅 ビオスおおがた

789-1911 幡多郡黒潮町浮鞭3573-5

道の駅 なぶら土佐佐賀

789-1720 幡多郡黒潮町佐賀1350番地
大月町

大月町役場

１階ロビー

788-0302 幡多郡大月町大字弘見２２３０
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施設名

配布場所

郵便番号 住所

大月町立図書館

788-0302 幡多郡大月町弘見2084番地

道の駅

788-0302 幡多郡大月町弘見2610

大月
三原村

三原村役場

787-0892 幡多郡三原村大字来栖野３４６

三原村中央公民館

787-0803 幡多郡三原村来栖野580

※配布場所の変更などは、随時ソーレのホームページでお知らせします。
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