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料金の表示のないものは無料です
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13 12『くらしとお金講演会』　1月30日㈰13時15分〜14時50分、高新文化ホールで、NHK大河ドラマ「青天を衝け」で脚光を浴びる渋沢栄一
氏の玄孫にあたる、渋澤健氏を招き、無料講演会を開催します。先着100人、事前申込制。　日本FP協会高知支部☎0120-874-009

『（一社）700MHz利用推進協会によるテレビ受信障害対策工事について』　携帯電話の新しい電波利用開始に伴い、1月20日㈭以降にテレ
ビ映像に影響が出た場合、無償で回復作業を行いますので、ご連絡ください。　700MHz受診障害対策センター 0120-700-012

新成人の皆さんへ
〜20歳になったら国民年金〜

国民年金は高齢になったときだけでなく、
病気やけがで障がいが残ったときや家族
の働き手が亡くなったときに、一定の要件
を満たせば年金を受け取ることができる
制度です。すでに厚生年金に加入されてい
る方以外は、20歳の誕生日の前日にご加
入となり、その翌々週ごろに国民年金保険
料の納付書と年金手帳が日本年金機構か
ら送付されますので、保険料の納付をお願
いします。
▶︎ご相談ください
まとめて払いたい場合、納付が困難な場合、
付加保険料の納付をご希望の方
B高知東年金事務所☎︎831-4430、
高知西年金事務所☎︎875-1717

高知商業高校生徒会が
商品を開発しました

商業高校生徒会は、地方創生プロジェク
トの一環として、 高知経済の活性化と、
SDGsの実現（ラオスの子どもたちへの
質の高い教育の実現）をめざして、県内
企業2社と、「ノンアルコール除菌シー
ト」、「グァバクッキー・チップス」を開
発しました。売り上げの一部はラオス学
校建設資金に充てられます。商品は現在、
ファミリーマート高知市役所支店などで
販売しています。

B高知商業高等学校☎︎844-0267

運転免許証自主返納者へ
の支援をしています

返納した方に「ですかナイスエイジカー
ド」5千円分を支援しています。
対象 �①令和3年4月1日以降に返納
　　②令和3年度末時点で65歳以上
　　③申し込み時に市内に住民登録がある
　　──の全てを満たす方。
申込  3月31日㈭までにとさでん交通㈱

はりまや橋サービスセンター（はり
まや町1-5-33 土電ビル1階）で。8
時〜19時（年中無休）。440人に達
し次第終了。

ほか �①申込書②本人確認書類の写し（高
知市長寿手帳・保険証・マイナンバ
ーカードなど）③運転免許の取消通
知書が必要です。

B㈱ですか☎︎882-6366

毎年１〜２月は
「はたちの献血」キャンペーン

毎年1〜2月に「はたちの献血」キャンペ
ーンが全国的に展開されます。あなたの
献血で救われる命があります。
場所  献血ルーム「ハートピアやまもも」

（本町1-1-3朝日生命高知本町ビル2
階☎︎822-5454）や、地域・職場に
お伺いする献血バスなど。

B地域保健課☎︎822-0577

ひとり親家庭等の皆さんへ
〜法律相談などを行っています〜

司法書士、 弁護士による無料法律相談な
どを行っています。この相談では、養育費、
調停、慰謝料、子の認知、財産分与、面
会交流、 公正証書等に関する相談を受け
付けしています。
対象 �ひとり親家庭等の方。離婚前の方も可。
日時  毎月第2・3水曜日（司法書士）10時〜

16時（12時〜13時を除く）。相談時間
は1人約50分。毎月第4水曜日（弁護士）
10時〜12時。相談時間は1人約25分。

場所  ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ター（旭町3-115 「ソーレ」2階）。

申込  電話で。 受付時間は月曜日8時半〜
17時、火・木曜日8時半〜19時半、水・
金曜日8時半〜17時15分、土曜日9
時〜17時。日曜日・祝日は休み。

ABひとり親家庭等就業・ 自立支援セ
ンター☎︎875-2500

生涯現役実現のための再就職支
援セミナーと企業合同説明会

「セカンドライフのマネープラン」セミナー
と、希望の働き方を相談できる「企業合同
説明会」（個別ブース式）を開催します。
対象 �働く意欲のある55歳以上の方
日時  2月2日㈬13時半〜16時半
場所  グドラック（南国市明見933）
ほか �参加企業10社程度
AB高知県生涯現役促進地域連携協議
会☎︎879-1907

交通事故などによるけが
や病気は届け出を

国保や後期高齢者医療の被保険者の方
で、 交通事故や飲食店での食中毒など、
第三者の行為によるけがや病気の治療に
保険証を使った場合は届け出が必要で
す。この治療費は、加害者（第三者）が
負担すべきものなので、医療保険の負担
分は一時的に立て替え払いし、後日第三
者に請求します。必ず届け出が必要です。
B保険医療課給付係☎︎823-9359、
後期高齢者医療係☎︎823-9380

筆山公園の
ボランティア募集

筆山公園頂上付近の眺望の改善や桜に肥
料を与えるなどの作業に参加できる市民
ボランティアを募集します。
対象  小学生以上
日時  1月30日㈰9時から
場所  筆山公園頂上付近
申込  1月4日㈫〜21日㈮に電話で。
ほか  手袋や使い慣れた作業道具をお持ち

の方はご持参ください。
ABみどり課☎︎823-9469

コンビニ交付の開始に
向けて準備中です

住民票の写しや印鑑登録証明
書が全国のコンビニ等で取得
できるコンビニ交付の開始に
向けて準備を進めています。
開始 �令和4年3月（予定）
※サービスの利用にはマイナンバーカー
ドが必要です。
※マイナンバーカードの取得には約1カ
月かかります（令和3年12月7日現在）。
お早めに申請をお願いします。
※申請方法等、詳しくは中央窓
口センターHPをご覧ください。
B中央窓口センターマイナンバー交付
担当☎︎823-9455

高知広域都市計画案の
縦覧

高知広域都市計画の変更に先立って、都
市計画案の縦覧を行います。
▶都市計画の種類…①高知広域都市計画
区域区分（高知県決定）②高知広域都市
計画用途地域（高知市決定）
▶縦覧期間…1月7日㈮〜21日㈮
▶縦覧場所…①のみ県都市計画課（県庁
6階、丸ノ内1-2-20）。①・②市都市計
画課（本庁舎5階、本町5-1-45）
▶意見書…①県知事宛てで県都市計画課
に1月21日㈮必着。②市長宛てで市都市
計画課に1月21日㈮必着。
AB①県都市計画課☎︎823-9846、
②市都市計画課☎︎823-9465詳しくは

産業政策課☎823-9456へ

令和3年度高知市技能功労者表彰
長年の精進により一流の技能を身に付け、社会の発展に貢献されてきた方々の功
績をたたえる「高知市技能功労者表彰」の表彰式を昨年11月10日、かるぽーとで
行いました。表彰された方は18人です。（敬称略・50音順）
青木　太助  金属加工技能者（建築板金）
池田　信次  土木技能者
岩本　光雅  調理技能者（日本料理）
門田　忠大  クリーニング技能者
川上　惠子  美容技能者
小松　隆  電気作業技能者
酒井　正彦  機械加工技能者
坂本　充正  造園技能者
田所　竜一郎  内装仕上技能者
谷口　和彦  調理技能者（日本料理）
西　　俊次  塗装・防水技能者
西山　誠一  ハードウェア設計技能者
野村　修司  調理技能者（日本料理）
福岡　貴明  舗装技能者
三本　幹男  理容技能者
森元　信介  調理技能者（西洋料理）
矢野　充彦  電気機械器具組立・修理技能者
吉永　真也  配管技能者

皆さんの今後のさらなる
ご活躍をご期待申し上げます。

いずれの講座も申し込み後の取り消しによる受講料、教材費の払い戻しはしません。詳しくは、
文化振興課HPをご覧いただくか、各開催場所へお問い合わせください。日・月曜日、祝日は休み。

ほか
対象 市内在住または在勤の16歳以上の方。地域公民館講座

市 民 学 校
講　座　名 受講料

（教材費）申込日時・方法 定員
（先着）

10人

寄せ植え教室「多肉植物」

開  催  日  時講　　師 開催場所（申込先）
1/22㈯
10時～11時半 石元　志保

及川　勝栄
（認知症予防ネット高知代表）

横山　幸子

浦戸ふれあいセンター
☎842-2405

1/4㈫9時から
直接または電話

1/26㈬
10時～12時
2/5㈯ 
10時～11時半

無 料
（無 料）

無 料
（500円）

ストレッチ体操教室
「からだメンテナンス」

紙芝居から始まる認知症予防教室
「大人の小（笑）学校」

 職業訓練生募集‼職業訓練生募集‼
就職・転職をお考えの方のために、職業訓練コースを開講します。受講料は無料（テキスト代等は別途必要）。
訓練期間中から修了後にわたって、ハローワークと各訓練施設が積極的に就職支援を行います。

3 月開講  求職者支援訓練3月開講  求職者支援訓練
訓練コース名 定員 訓練時間 入所日～終了日 募　集　期　間 選考日

基礎からしっかり学ぶ
介護職員実務者研修科 21人 平日

9時半～16時10分 3月18日㈮～9月16日㈮
1月28日㈮～2月17日㈭

3月3日㈭2月18日㈮～25日㈮追加
募集

受講申し込みは、住所を所管するハローワークへ。
訓練のお問い合わせは、ポリテクセンター高知☎833-1324へ。

詳しくは地域防災推進課
☎823-9040へ

高知市シェイクアウト訓練2021
フォトコンテストの入賞作品が決定
シェイクアウト訓練とは「姿勢を低く、頭を守り、
動かない」という安全を確保する行動をとる訓
練です。市民の皆さんによって選ばれた5つの
入賞作品は、地域防災推進課HP・Facebook・
Instagramに掲載しています。皆さんも、ぜひ
シェイクアウト訓練を実施してみてください。

高知市シェイクアウト訓練2021
フォトコンテストの入賞作品が決定

社会科自由研究

ひとり親

交通安全


