
お知らせ 催　し

高知県地域生活定着支援センターは、保護観察所と
協働して、高齢や障害により自立が困難な矯正施設
退所者に対し、退所後の地域生活への定着を進める
ために平成23年６月に設置された機関です。センター
の状況報告のほか、日本福祉大学学長の加藤幸雄
さんによる「犯罪と非行から見える世相～地域生活定
着支援のはざまから見えるもの～」と題した基調講演
や、下司病院院長の山本道也さんによる「アルコール
依存症における社会的問題と対策」についての講演
を行います。ぜひご参加ください。
 日時  ２月１６日㈯  １３時３０分～１７時（受付13時～）
 場所  高知市立自由民権記念館（高知市桟橋通）
 申込期限  ２月１４日㈭  １７時
 申込方法  電話
 定員  15０人 　　　参加料  無料
 問い合わせ・申し込み  
高知県地域生活定着支援センター
ＴＥＬ088・855・3611

目に関する最新医療の講演と、目と耳に関する催しを同
時に行います。目と耳に関して不安を感じている方やその
ご家族の方もお気軽にお越しください。
 日時  ２月９日㈯  １０時～１７時
 場所  高知市南部健康福祉センター（高知市百石町）
■内容
○講演会「網膜再生医療でできること、できないこと」
　１３：００～１６：００  
　（独法）理化学研究所 発生・再生科学総合研究セ
　ンター 網膜再生医療研究開発プロジェクトリーダー
　高橋政代さん
　※要約筆記と手話通訳がつきます。
○目と耳に関する機器展示  １０：００～１７：００
　テレビが聞けるラジオ、振動や光でお知らせする便利
　グッズなどの紹介（紹介のみで販売はしません。）
○図書館コーナー（高知点字図書館）
　１０：００～１７：００
    文字が読みづらい方向け音声図書の紹介など
○目と耳に関する体験コーナー　　
　・視覚障害者向けパソコン体験  １０：００～１７：００
　・要約筆記通訳体験・手話講座  １０：００～１７：００
○聞こえに関する個別相談（簡易聴力測定あり）
　１０：００～１６：００　
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関のご
　利用をお願いします。
 定員  １５０人 　　　参加料  無料
 問い合わせ・申し込み
○講演会：日本網膜色素変性症協会高知県支部　
　TEL０８８７・５４・０２２５
○目に関する催し：ルミエールサロン
　TEL０８８・８２３・８８２０
○耳に関する催し：ＮＰＯ法人高知県難聴者・中途失聴者協会
　TEL０８８・８４３・６９０８

高年齢者雇用安定法が改正され、平成２５年度から、
雇用主は原則として希望者全員を６５歳まで雇用する
制度を導入する必要があります。
 問い合わせ
高知労働局職業対策課   TEL088･885･6052
県内のハローワーク
 URL  http://www.mhlw.go.jp/（厚生労働省）

県内で活動する文化団体等が実施する芸術文化事
業に対する助成を行います。詳しくはホームページをご
覧になるか、お問い合わせください。
 募集期限  ２月28日㈭  
 募集案内配布場所  
（公財）高知県文化財団、県内文化施設など 
 応募方法  所定の申請書を郵送または持参
 対象  県内の芸術文化団体等
 問い合わせ・申し込み  （公財）高知県文化財団
〒781-8123 高知市高須353-2  TEL088・866・8013
 URL  http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/ 

個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の
事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が
300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿
書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全
ての方（所得税の申告の必要がない方を含みます）に
ついても平成26年１月から必要となります。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
 問い合わせ  最寄りの税務署
 URL  http://www.nta.go.jp（国税庁）

高年齢者雇用安定法が改正されます

皆さんに、ご自分やご家族の尊厳は守られているか、
大切にされているかを考えていただくための講演です。
講師は、認知症の母親に寄り添いながら児童作家・詩
人として作品を生み出してきた藤川幸之助さんです。
 日時  ３月３日㈰  １３時３０分～１５時３０分
　　　（開場12時４５分）
 場所  こうち男女共同参画センター「ソーレ」
　　　（高知市旭町）
 申込期限  2月２５日㈪
 申込方法  電話、ＦＡＸ、郵送（ＦＡＸ、郵送の場合は、
講演会名、氏名、電話番号をご記入下さい。）
 定員  ２００人 　　　参加料  無料
 問い合わせ・申し込み
高知県社会福祉協議会　介護普及・相談課
〒780-8567  高知市朝倉戊375-1
TEL088・844・9271　ＦＡＸ088・844・９443

（公財）高知県文化財団助成事業の募集

身近な病気の話やその予防法および対策、病気に対
する予備知識を付けていただくための講座です。
ぜひご参加ください。

演題：緩和ケアについて
　　　－つらさを和らげ、その人らしさを支える－
講師：幡多けんみん病院　緩和ケア認定看護師　
　　　大家千晶さん

演題：皮膚のお話し　－こどもから大人まで－
講師：幡多けんみん病院 皮膚科副医長
　    藤岡愛さん

 日時  ２月１７日㈰  １３時３０分～１６時３０分（予定）
 場所  四万十市立中央公民館（四万十市右山五月町）
 受講料  無料
 問い合わせ  幡多けんみん病院　経営企画課
TEL０８８０・６６・２２２２

第１２回 幡多ふれあい医療公開講座

①創業したい。②仲間と事業を始めたい。③現在の事
業を法人化したい。そんな希望を持つ方を対象に、個
人のスキルを結集して創業する”企業組合”の特徴や
制度説明、株式会社との比較説明に関するセミナー
を開催します。また、企業組合の設立事例として、企業
組合ごめんシャモ研究会の小笠原治幸さんによる「組
合設立の経緯と現在の活動について」と題した講演
も行います。ぜひご参加下さい。
 日時  ２月１４日㈭  １３時３０分～１５時３０分
 場所  高知県中小企業団体中央会（高知市布師田）
 申込期限  ２月１２日㈫  
 申込用紙配布場所  高知県中小企業団体中央会
 申込方法  電話またはメール
 定員  ３０人　　受講料  無料
 問い合わせ・申し込み
高知県中小企業団体中央会　連携推進課
ＴＥＬ088・845・8870　　メール：info@kbiz.or.jp
 URL  http://www.kbiz.or.jp/ 

個人の創業を応援します
～企業組合セミナーのご案内～

森林組合・林業会社の雇用担当者による個別面談
や、林業関係団体職員による就業支援相談を行いま
す。また２月１４日㈭、１５日㈮は、林業体験教室（香美
市内）を開催します。参加を希望される方は、事前に電
話でお申し込みください。
 日時  ２月１６日㈯  １２時３０分～１６時３０分
 場所  高知城ホール（高知市丸ノ内）
 対象  林業の職場で働きたい方や林業の仕事に関
心のある方
 申込方法  電話（林業体験教室のみ）
 問い合わせ・申し込み
高知県林業労働力確保支援センター
TEL0887・57・0366 

大切な人を自死で亡くされた方を対象とした講演会を
開催します。同じ立場の遺族からのメッセージを聴き、
胸に抱える苦しみや悩みを分かち合います。講師は石
倉紘子さん（こころのカフェきょうと代表）。当日の参加
も可能ですが、できるだけ事前にお申し込みください。
 日時  ２月１６日㈯  １４時～１６時
 場所  高知市総合あんしんセンター（高知市丸ノ内）
 対象  自死により家族を亡くされた方
 参加料  無料
 問い合わせ・申し込み  県立精神保健福祉センター
TEL088・821・4966
 URL  http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060303
/hidamarinokai-kouenkai24-2.html

「ひだまりの会」講演会

第５回 えこらぼの文化祭

高知県林業就業相談会と林業体験教室の開催

高知県地域生活定着支援センター講演会
一般の方も参加していただける特別講座を開講します。
 日時・内容  ４月～平成２６年２月（２５回程度）　
１３時４０分～１５時２０分
　月曜日：城下町のくらし、ハングル入門
　木曜日：茶道入門、手話
　金曜日：中国語入門、話し方講座
　※受講できる講座はいずれか一つです。
 場所  県立高知北高等学校（高知市東石立町）
 申込期間  ２月１８日㈪～２月２２日㈮
 申込用紙配布場所  県立高知北高等学校
 申込方法  郵送または持参
 対象  県内在住で義務教育を修了された方
 定員  各１５人（ただし茶道は６人）
 受講料  6,000円
 問い合わせ・申し込み  県立高知北高等学校
TEL０８８・８３２・２１８２
 URL  http://www.kochinet.ed.jp/kita-h/

高知北高等学校特別講座

網膜色素変性症等の治療に関する
最新医療講演会＆目と耳に関する機器展示・体験会

高齢者権利擁護啓発講演会
「支える側が支えられるとき～認知症の母が教えてくれたこと～」

地震や災害に備えるため、難聴者・中途失聴者や聞
こえが不自由な方、そのご家族・支援者を対象にした
防災訓練を行います。
 日時  ２月１７日㈰  午前９時３０分～１２時３０分
 場所  高知市西部健康福祉センター（高知市鴨部）
■内容 
　消火器の扱い方、火災時の煙の中の避難訓練、Ａ
　ＥＤの扱い方・講習（模擬蘇生訓練）、防災ずきん
　の作り方など（雨天の場合は一部変更があります。）
○講演
　演題：「災害弱者等の緊急時に対応した避難方法」　
　講師：石元栄一さん　
　※要約筆記と手話通訳がつきます。
 申込期限  ２月８日㈮
 申込用紙配布場所  NPO法人高知県難聴者・中途
失聴者協会（高知市鴨部）
 申込方法  チラシに申込書の記載あり。当日も受け
付けます。電話・ＦＡＸも可
 定員  1００人 　　　参加料  無料
 問い合わせ・申し込み
NPO法人高知県難聴者・中途失聴者協会
TEL・FAX0８８・８４３・６９０８

難聴者・中途失聴者及び聞こえが
不自由な方のための防災訓練

「ねんりんピックよさこい高知２０１３」大会２５０日前を
記念して、県民の方々から募集した大会メダルデザイ
ンの表彰や大会旗・メダルパネルの初披露をします。
幼稚園児による楽器演奏や土佐おもてなし勤王党の
ステージ、太極拳演舞、ねんりん・こうち体操なども行
います。ぜひお越しください。
 日時  ２月１８日㈪  １１時３０分～１２時３０分
 場所  こうち旅広場ステージ（ＪＲ高知駅前）
 問い合わせ
ねんりんピックよさこい高知２０１３実行委員会事務局
（県庁ねんりんピック推進課内）
TEL０８８・８２３・９６５２  
 URL  
http://www.nenrin2013.
pref.kochi.lg.jp/

「ねんりんピックよさこい高知2013」
250日前イベント

放送大学の教員による心理学の講演会と入学説明・
個別相談会を開催します。生涯学習に関心のある方、
大学で学びキャリアアップを図りたいとお考えの方々
のご参加をお待ちしています。
演題：「カウンセリング心理学ーカウンセリングに
　　　役立つものの見方とスキルー」
講師：放送大学高知学習センター客員准教授
　　 金山元春さん
 日時  2月9日㈯  １３時３０分～１６時３０分
 場所  四万十市立中央公民館（四万十市右山五月町）
 申込期限  ２月８日㈮
 申込方法  電話またはＦＡＸ（当日参加も可）
 定員  50人 　　　参加料  無料
 問い合わせ・申し込み  放送大学高知学習センター
TEL088・843・4864　ＦＡＸ088・843・4813
 URL  http://www.sc.ouj.ac.jp/center/kochi/

患者さんや医療関係者が安心して後発医薬品（ジェ
ネリック医薬品）を選択できるように、日本ジェネリック
医薬品学会理事の村田正弘さんによる「ジェネリック
医薬品を使うための『くすり』の知識について」と題した
講演を行います。どなたでも参加できます。ぜひお越し
ください。
 日時  ３月３日㈰  １３時３０分～１５時
 場所  高知城ホール（高知市丸ノ内）
 定員  150人 　　　参加料  無料
 問い合わせ・申し込み  県庁医事薬務課
TEL０８８・８２３・９６８２

放送大学講演会＆入学説明会
（幡多地区）

高知県ジェネリック医薬品
安心使用促進セミナー「エコ長屋ものがたり」をテーマに、親子でマイ箸づく

り、竹トンボなどのエコな暮らしが体験できます。
 日時  ２月３日㈰  １０時～１５時
 場所  こうち男女共同参画センター「ソーレ」（高知市旭町）
 問い合わせ  環境活動支援センターえこらぼ
TEL088・8０２・２２０１
 URL   http://ecolabo-kochi.jp/

記帳・帳簿等の保存制度の
対象者が拡大されます

募　集

講　座

択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の北方
四島は、いまだかつて一度も外国の領土
になったことのない日本固有の領土です。

障害のある人もない人も、ともに支えあ
い、安心して暮らせる共生社会の実現に向
けた、「高知県障害者計画」の案に対するご
意見を２月13日㈬まで募集しています。
詳しくは、県庁障害保健福祉課のホーム
ページをご覧ください。

 問い合わせ  県庁障害保健福祉課
TEL088・823・9633

『「知る事」が 四島返還の 第一歩』
平成２４年度北方領土返還要求運動に関する

標語・キャッチコピー　最優秀作品

2月7日は
「北方領土の日」です

2月7日は
「北方領土の日」です

 問い合わせ  
県庁文化・国際課　TEL088・８２３・９６０５

高知県障害者計画（案）への
ご意見を募集しています

高知県障害者計画


