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A申込先　B詳細の問い合わせ先

情 報 掲 示 板

たけのこ掘りと山菜の集い 
in 久重

　親子でたけのこ掘り体験にチャレン
ジしてみませんか。
　対象は小・中学生とその保護者（親
子参加）。
　4月18日㈯、 久礼野地区の竹林で。
定員先着27人（最少催行人数10人）。
参加費800円（昼食・写真付き）。別途
たけのこ（お土産）代1家庭500円。小
雨決行。
　申し込みは、3月19日㈭～3月31日
㈫に電話で。参加者にはJR高知駅南前
からの無料送迎バスあり。月曜日休館。

AB工石山青少年の家☎︎895-2016

国際周期表年 特別展

　メンデレーエフの周期律発見150年
を記念した特別展が高知に登場。元素
周期表の歴史のほか、さまざまな元素
に関連した体験装置や実物を使った元
素周期表なども展示します。
　3月20日（金・祝）～4月5日㈰、高知み
らい科学館展示室で。
B高知みらい科学館☎︎823-7767

リレーおはなし会 in
オーテピア高知図書館

　県内でボランティア活動をしている
方々が、毎月第2・4日曜日にリレー形
式で絵本の読み聞かせやお話、人形劇
などを行います。
　対象は幼児～小学生。
　3月8日㈰・22日㈰11時～11時40
分、オーテピア高知図書館2階こども
コーナー「おはなしのへや」で。定員先
着30人。申し込み不要。
Bオーテピア高知図書館（児童サービ
ス担当）☎︎823-4946

土佐さんごまつり

　高知県の伝統工芸品である宝石サン
ゴの魅力・加工技術・芸術性等を広く
知っていただくため、コンテストで受
賞した作品を展示します。
　また、宝石サンゴの加工実演や抽選
で記念品が当たる宝石サンゴの原木重
さ当てクイズ、来場記念品がもらえる
アンケート（先着600人）などもありま
す。
　3月5日㈭～11日㈬8時半～18時（最
終日は16時まで）、高知観光情報発信
館とさてらす（JR高知駅南口）で。

B全高知珊瑚協同組合連合会
☎︎846-2333

工石山のツツジを訪ねる
春の登山

　工石山の原生林を彩るアケボノツツ
ジなどの木々や草花の観賞を楽しみな
がら鏡川源流の自然に親しみ、参加者
同士の交流を深めませんか。
　対象は小学生以上（小学生は保護者
同伴）。
　4月11日㈯・12日㈰（各日日帰り）、
工石山および工石山青少年の家で。定
員各日先着27人。参加費800円（昼食・
写真付き）。雨天決行。
　申し込みは3月12日㈭～24日㈫に電
話で。
　参加者にはJR高知駅南前からの無料
送迎バスあり。月曜日休館。

AB工石山青少年の家☎︎895-2016

手話奉仕員養成講座
（入門・基礎）

　対象は市内在住で手話初心者の方。
▶昼の部…4月8日㈬から毎週水曜日
10時～12時
▶夜の部…4月10日㈮から毎週金曜日
19時～21時。
　いずれも高知県聴覚障害者情報セン
ターで。受講期間は約1年。定員先着
各40人。テキスト代3,300円。
　申し込みは3月2日㈪～19日㈭、直
接または郵送（当日消印有効）で。案内
書・申し込み用紙の送付を希望される
方は、住所・氏名を記入し、94円切手
を貼った返信用封筒を郵送してくださ
い。高知県聴覚障害者情報センターの
ホームページからもダウンロードでき
ます。
AB〒780-0928 越前町2-4-5 小高
坂更生センター3階 高知県聴覚障害者
情報センター☎︎823-5922

市商定時制で
簿記を学びませんか？

　高知商業高等学校定時制では、開か
れた学校づくりの一環として、授業の
一部を生徒と一緒に受講できる「聴講
制度」を行っています。
　対象は4月1日現在20歳以上で、原
則1年間続けて受講できる方。
　内容は①簿記（週1授業2時限分）初
心者から日商簿記3級まで②工業簿記

（週1授業2時限分）簿記3級の基礎があ
る方で建設業経理士2級をめざします。
※2講座同時受講は不可。
　申し込みは3月16日㈪～27日㈮9
時～17時（土・日曜日、祝日を除く）。
定員各5人。受講料各8,000円ほど（検
定代は含みません）。

AB高知商業高等学校定時制
☎︎844-0267
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高知市展関連行事　工芸講習会

「型染めで持ち物を染めよう」

　Tシャツやタオルなどを型紙を使っ
て自由に染め、仕上げます。 作品は5
月23日㈯から「第72回高知市展」会場
に展示予定。
　対象は16歳以上の方。
　4月12日㈰13時～16時、 かるぽー
と10階工芸室で。定員先着20人。受
講料800円（材料費含む）。講師は高知
市展工芸専門委員の永野八重子さん。
Tシャツやかばんなど、 布地の染めた
いものを1人1点ご持参ください。
　申し込みは3月8日㈰8時半から、直
接または電話で。
AB市文化振興事業団☎︎883-5071

高知市展関連行事　書道講習会

「書の小作品を作ろう！」

　漢字、仮名、詩文からお好きなもの
を選んで書いてみませんか。作品は色
紙に書いて仕上げます。作品は5月23
日㈯から「第72回高知市展」会場に展
示予定。
　対象は16歳以上の方。
　4月19日㈰14時～15時半。かるぽー
と9階第2学習室で。 定員先着30人。
受講料1,500円（材料費含む）。講師は
高知市展書道専門委員の皆さん。書道
道具をお持ちの方はご持参ください。
　申し込みは3月15日㈰8時半から、
直接または電話で。
AB市文化振興事業団☎︎883-5071

高知市展関連行事  陶芸講習会

「作陶体験会」

　3日間で作品作りから色付けまでの
作業を行い、お茶碗やマグカップ、置
き物など、 お好みの作品を作ります。
作品は5月23日㈯から「第72回高知市
展」会場に展示予定。
　対象は16歳以上の方。
▶作品作り…3月29日㈰10時～16時
▶ペーパー掛け・素焼き…5月3日（日・祝）
10時～12時
▶色付け…5月10日㈰9時半～12時
　いずれもかるぽーと10階彫塑・陶芸
室で。 定員先着20人。 受講料5,500
円（粘土・昼食代含む）。
　申し込みは3月1日㈰8時半から、直
接または電話で。
AB市文化振興事業団☎︎883-5071

『転出するときは届け出が必要です』　進学・就職等で市外へ出る場合や海外に1年以上滞在する場合は転出届が必要です。本人確認書類をお
持ちの上、中央窓口センターまたは地域の各窓口センターで月～金曜日にお手続きください。　中央窓口センター☎823-9430
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『健康テレホンサービス』　健康をテーマに音声テープを流しています。3月は「糖尿病と歯周病の関係について」「ジェネリック医薬品（後発品）
のはなし」「目のかゆみの対策と目薬の使い方」「禁煙のススメ」など。健康テレホンサービスは☎︎832-5266　高知保険医協会☎832-5231
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料金の表示のないものは無料です

　火曜日・総合コースと金曜日・総合コースの2コースを開催。各コースとも18時
半～20時、かるぽーと11階大講義室で。定員各コース先着80人。受講料は1コ
ース2,800円、両コース一括4,800円（どちらもテキスト代込み）。1日だけの受
講は、各回500円（当日受け付け）。申し込みは3月3日㈫から、電話または直接。
月曜日は休み。

申し込み、詳しくは市文化振興事業団☎883-5071へ
■火曜日・総合コース ［遺跡が語る高知市の歩み─『高知市史 考古編』刊行によせて─］
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■金曜日・総合コース［オリンピックの過去・現在・未来を探る］

中央
公民館事業
中央

公民館事業
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高知市民の大学

高知の自然環境と歴史：概要と旧石器時代
温暖化と狩猟採集生活：縄文時代草創期～中期
冷涼化と祈り：縄文時代後・晩期
農耕生活のはじまり：弥生時代前・中期
革新の鉄器：弥生時代中期後葉～古墳前期
水辺の祭りと群集墳：古墳時代中・後期
仏教と神道の時代：古代・中世・近世
律令「国家」の出現と土佐：奈良・平安時代
流通のひろがり：鎌倉・室町時代
山城の時代：戦国時代
石垣の城：近世
江戸時代のまちと暮らし
高知市の戦争遺跡：近代
最新の過去：最近の発掘調査事例

森田　尚宏
畠中　宏一
宮里　　修
宮里　　修
宮里　　修
宮里　　修
岡本　桂典
池澤　俊幸
吉成　承三
松田　直則
松田　直則
浜田　恵子
出原　恵三

前高知県立埋蔵文化財センター所長

高知県立春野高等学校教諭

高知大学人文社会科学部准教授

高知大学人文社会科学部准教授

高知大学人文社会科学部准教授

高知大学人文社会科学部准教授

高知市立潮江東小学校教諭

平和資料館 草の家副館長

調整中

オリンピック入門 －知っているようで知らないオリンピック－
オリンピックへの道 －おらんく選手の熱き闘い－
幻のオリンピック
近代オリンピックの誕生
－“オリンピック”は何故1500年の時を超え復興したか－
第二次世界大戦とオリンピック
－「平和の祭典」オリンピックを考える－
アマチュアリズムの歴史とオリンピック
－進むスポーツのプロ化と変わりゆく理想－

オリンピックとスポーツビジネス
スポーツマーケティングとオリンピック
－オリンピックの“価値”は誰が決める？－
オリンピック選手とスポーツ医科学
－驚異の記録はいかにして生み出されるのか－

トップアスリートのメンタルテクニック
メンタルサポートの必要性
－心の支援がアスリートの潜在能力を開花させる－

パラリンピックに学ぶ人間の可能性
オリンピックとドーピング
－「公平さ」を守る闘いの歴史－

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会と高知

辻田　　宏
吉川　博之
竹島　晶代
中村　哲也
中村　哲也
清原　泰治
生島　　淳
前田　和範
幸　　篤武
矢野　宏光
矢野　宏光
北村　大河
辻田　　宏
葛目　憲昭

高知大学理事・副学長

高知新聞社編集局運動部主任

高知大学地域協働学部准教授

高知大学地域協働学部准教授

高知大学教育学部講師

高知大学教育学部教授

高知大学教育学部教授

高知大学理事・副学長

森田　尚宏
出原　恵三
松田　直則

宮里　　修
高知考古学の歩み：人と遺跡

辻田　　宏
矢野　宏光
中村　哲也

総合討論
－オリンピックの過去・現在・未来を探る－

高知大学理事・副学長
高知大学教育学部教授
高知大学地域協働学部准教授

高知県文化生活スポーツ部
スポーツ振興監

高知県立障害者スポーツセンター
チーフ

高知工科大学
経済・マネジメント学群助教

高知工科大学
経済・マネジメント学群准教授

高知県立大学
地域教育研究センター教授

モスクワオリンピック
バレーボール競技日本代表

高知県立埋蔵文化財センター
調査三班長
高知県立埋蔵文化財センター
調査課長
高知県立埋蔵文化財センター
所長

高知県立歴史民俗資料館
副館長

高知県立埋蔵文化財センター
所長

高知大学人文社会科学部准教授

前高知県立埋蔵文化財センター所長
平和資料館 草の家副館長
高知県立埋蔵文化財センター所長

【語り手】

【聞き手】

▲市商定時制公認キャラ やかんちゃん


