催し・講座
男女共同参画出前上映会
『未来を花束にして』
この映画は、女性に投票
権も親権さえもなかった時
代に、生き方を変えようと
立ち上がった名もなき女性
たちの物語を描いたイギリ
ス映画です。
国際女性デー・プチ講座
もありますので、ぜひ、お
越しください。

その 他

【日時】３月 日（金）
笑いと健康 講演会
時 分～ 時
時開場
※
【場所】
高知県在住の漫談師、土
のいちふれあいセンター
佐の寅さんこと間六口さん
（香南市野市町西野）
による講演会を開催します。
【定員】 人 予約優先
お気軽にお越しください。
※
【日時】 月７日（木）
【参加費】無料
時 分～ 時
【託児】６カ月～就学前
３月６日（水）までに要申込、 【 場 所 】 宝 町 集 会 所 （ ふ れ
※
定員あり、無料
あい交流センター西隣）
【講師】間六口さん（土佐
【問い合わせ・申込先】
のお笑い話芸の会 )
香南市役所人権課
☎ ・８５０７
【参加費】無料
jinken@city.kochi-konan. 【問い合わせ先】ふれあい交
流センター ☎ ・２６３１
lg.jp

男女共同参画
推進学習会
わたしらしく、あなたら
しくをテーマに男女共同参
画の入門学習会を開催いた
します。
お気軽にお越しください。
【日時】 月 日（日）
時 分～ 時
【場所】ふれあい交流セン
ター ２階会議室
【講師】こうち男女共同参
画社会づくり財団職員
【参加費】無料
【問い合わせ先】ふれあい交
流センター ☎ ・２６３１

リセット＆未来応援講座
恋愛や結婚に対して、一
人で不安や悩みを抱えてい
る方、ざっくばらんにみん
なで共有してみませんか。
心理学専攻の講師をファ
シリテーターに迎え、話し
やすいように、男女それぞ
れに分かれて座談会形式で
行います。お気軽にご参加
ください。
【日時】３月 日（日）
時～ 時
女性講座
男性講座
時～ 時
【場所】美良布地区集落活
動センター 交流スペース
【講師】
女性講座 上條菜美子さん
（東京成徳大学）
男性講座 仲嶺真さん（高
知大学）
【対象】出会いや結婚支援
を希望されている独身者
【定員】男女各 人（最少
催行人数男女各８人）
【参加費】無料
【申込方法】定住推進課へ
電話、またはEメール
高知で恋しよ 応援サイトか
※
らでも申し込めます。

【申込締切】３月３日 日( )

代かき時等の注意点

応
※募多数の場合は抽選

森林への火入れ

【問い合わせ・申込先】
定住推進課定住班
☎ ・１０６１
matidukuri@city.kami.lg.jp

こどもスポーツ教室
初心者でも楽しめるサッ
カー教室を開催します。
【日時】２月 日（土）
時～ 時
【場所】土佐山田スタジアム
雨
※天の場合は山田小学校

【講師】高知ユナイテッド
ＳＣのスクールコーチ
【対象】
小学校１年生～６年生
【準備する物】運動のでき
る服装・運動靴・タオル・
飲み物（水筒）・持ってい
ればサッカーボール
雨
※天時は体育館用シューズ

【参加費】無料
【定員】先着 人
親
※子での参加も可能です。

【その他】
①雨天時は当日正午までに
連絡します。
②当日は写真撮影があり、
高知ユナイテッドＳＣの
HPなどで使用します。
【問い合わせ・申込先】
中央公民館☎ ・２２１４

家畜・家きん飼育状況
の定期報告を！

☎０８８－８５５－６７７６

就職出張相談会
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【日時】
◆安芸市民会館 会議室
２月 日（日） 時～ 時
◆香南市フジグラン野市店
生活館内
２月 日（日） 時～ 時
【託児】無料
【参加費】無料
【問い合わせ先】
高知県就職支援相談センタ
ー ジ ョ ブカ フ ェ こ う ち （ 高
知市帯屋町２丁目１ ‐）
☎０８８・８０２・２０２５

南国・香南・香美租税債権管理機構

就職や仕事に対する悩み、
相談、質問などに個別に対
応する相談会を安芸市と香
南市で開催します。
お気軽にお立ち寄りくだ
さい。
【内容】専門相談員による
個別相談、職業適性診断

【問い合わせ先】

診
※断結果による解説・相談可

E
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家畜や家きんを１頭（１
羽）でも飼育している場合、
定期報告が必要です。
２月１日現在の飼育状況
を、家畜ごとに所定の報告
用紙に記入し、指定された
期日までに提出してくださ
い。
報告用紙、報告が必要な
対象等、詳しい内容につい
てはお問い合わせください。
【問い合わせ・提出先】
中央家畜保健衛生所香長支所
☎ ・３０６９

証金を控除した金額）を３月５日（火）までに
納付してください。
・費用負担、住民票等の提出を条件に登記を代
行します。

水稲栽培では、代かき時
から田植時期にかけて濁水
が流出することがあります。
稲の生育と資源・河川環
境を守るため、次の点にご注
意、ご協力をお願いします。
①田に漏水がないか作業前
にあぜと排水口を点検する。
②できるだけ浅水で作業す
るようにし、作業中は排水
口に止水板を設置する。
③田植時の落水を減らす。
【問い合わせ先】高知県中
央東農業振興センター
☎ ・３０３９

・落札した方は、買受代金（落札額から公売保
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ムページ等でご確認ください。

14 10

◆落札後について

53

・身分を証明するもの（運転免許証等）
・印鑑（認印）
・代理人の場合は、委任状
・農地の場合、買受適格証明書(農業委員会発行)

16

または、南国・香南・香美租税債権機構のホー

13

森林または森林の周囲１
㌔の範囲内で火入れをする
場合は、市の許可が必要で
す。許可を受けることがで
きる火入れは、地ごしらえ、
開墾準備、害虫駆除、焼畑
が目的の場合に限ります。
火入れを実施する方は、
火入れの 日前までに申請
してください。申請書は農
林課、香北支所地域振興班
にあります。
【問い合わせ先】
農林課農政班
☎
１０６２

※現金に限る。入札当日の１４時までに納付

53

１月２６日（土）の高知新聞の折り込みチラシ
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info@job
cafe-kochi.jp
http://job
cafe-kochi.jp/

・公売保証金（見積価額の約１０％）

【対象】求職中の方、仕事
で悩みを抱えている方（高
校生以上）

◆入札に必要なもの
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◆対象物件について
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南国オフィスパークセンター２階会議室
（南国市蛍が丘１丁目１番地１）

１３時開場
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◆入札会場
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吉井勇と猪野々

Kami １４
Kami
１５
１

時
◆日

入札：１４時～
２月２６日（火）
受付：１３時３０分～

57

10

演
講

土 １３時３０分～１５時

３月２日
南国・香南・香美租税債権管理機構、南国
市による不動産の合同公売会を開催します

24

平日：９時００分～１７時００分

不動産公売会
不動産公売会のの
お知らせ
お知らせ

E

吉井勇の人物像や、猪野々でどう過ごしたか
など、作品を通して、その魅力にせまります。
大人から子どもまでご家族おそろいでお越し
ください。
場
所 中央公民館 １階大ホール
講
師 山中幸三郎さん（吉井勇記念館館長)
送迎バス ２０人（先着順） ※途中乗車可
奥物部ふれあいプラザ⇔市役所西庁舎
２月２０日（水）１７時まで受付
公売とは、滞納税に充てるために、差し押さえ
をした財産を売却することです。
具体的には、公売会場で見積価額以上の金額を
入札し、最高価格を入札した方へ売却するもので
す。売却金は滞納税に充てます。
滞納を解消し、行政サービスを支える財源を確
保するためにも、多くの皆さんのご参加をお待ち
しています。

問い合わせ・申込先
中央公民館 ☎５３－２２１４

