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人口と世帯数│総人口 : 1,449 人│男 : 712 人│女 : 737 人│世帯数 : 751世帯
（令和4年8月31日現在）（令和4年8月31日現在）（令和4年8月31日現在）

10○村県民税　　第３期　　令和４年１０月３１日

○国保税　　　第４期　　令和４年１０月３１日

○国保税　　　第５期　　令和４年１１月３０日

よろしくお願いします。

期限のおしらせ村 付税 納

ゆずぴーる



がん検診・特定健診を受診しましょう

診療所でインフルエンザ予防接種の予約が始まります

　１０月２０日（木）　農業構造改善センター　で総合健診を実施します。
　普段体調が良いと思っている方も、検査してみると異常が見つかることがあります。早い段階
で発見できると早めの治療にもつながりますので、この機会にぜひ受診してください。

　インフルエンザ予防接種の時期になりました。　
　三原村国保診療所で接種できますので、ご希望の方はお電話にて
ご予約ください。
　他の予防接種との接種間隔など、分からないことがありましたら
診療所にご相談ください。

※７０歳以上と生活保護世帯の方は無料です
注）乳がん検診はすでに定員に達しているため、予約済みの方以外は受診できません。
申込みやお問合せは　役場住民課【電話：０８８０－４６－２１１１】までお願いします。

検診名 受付時間 対象者 料金 備考

無料8：30～10：00

基本健診
・75歳以上の方
・20～39歳の国民
　健康保険加入の方

計測・血液検査・尿検査・診
察・問診などを行います

肺がん検診・
結核検診 7：30～9：30

肺がん検診(40～64歳)と
結核検診(65歳以上)の内容
はどちらも胸部レントゲン
撮影です

４０歳以上の方7：30～10：00
バリウムを飲んでX線撮影胃がん検診 100円※

便潜血反応検査大腸がん検診 100円※

特定健診 ４０～７４歳の国民
健康保険加入の方

無料65歳以上の方

100円※40～64歳の方

8：30～10：00前立腺がん検診 特定健診の会場で採血します５０歳以上の男性 100円※

それぞれの問診票を
ご確認ください。注）乳がん検診 予約していただいている方の

みの受診となります。40歳以上の女性 100円※

ご予約・お問い合わせ先

【TEL】 0880-46-2011

 （三原村国保診療所）
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　後期高齢者医療の被保険者を対象に、歯・歯肉の状態や口腔内の衛生状態等をチェックし、口腔機能

の維持・向上、全身疾患の予防等につなげるため、歯科健診を実施します。

　みなさまのお口の健康状態を知る良い機会となりますので、後期高齢者の特性に合わせた歯科健診

を受診しましょう。

■対象者

　高知県後期高齢者医療の被保険者の方

　＊ただし、長期入院中の方、施設等への入所者の方は対象外です。

　（長期入院患者や施設入所の方は、すでに健康状態を把握され、医師や施設管理者等の指導を受けて

　いると考えられることから、歯科健診の対象から除いています。）

　①　前年度 75歳年齢到達者（昭和 21年４月１日～昭和 22年３月 31日生まれの方）及び前年度に

　　　後期高齢者医療の歯科健診を受診した方には、受診券を事前送付します。

　②　①以外の方は、お住まいの市町村や広域連合に申込みすることで受診券が発行され、健診を受け

　　　ることができます。

■自己負担・・・無料（実施期間に１回のみ）

　　　　　　　　※治療が必要な場合の治療費は、自己負担となります。

　　　　　　　　※２回目以降は、自己負担となりますのでご注意ください。

■受診回数・・・実施期間内に１回

■受診方法・・・受診を希望する登録歯科医院を予約して、受診してください。

■健診実施期間

　令和４年 10月１日～令和５年２月 2８日（５か月間）

■持ち物・・・被保険者証、受診券、問診票、入れ歯、お薬手帳

■健診項目

　①歯の状態　　②咬合の状態　　③機能　　　　　　④舌・口唇機能　　　⑤機能

　⑥口腔乾燥　　⑦粘膜の異常　　⑧口腔衛生状況　　⑨歯周組織の状況　　⑩問診

■実施機関・・・受診券と同封の実施機関一覧表に記載されている登録歯科医院

　　　　　　　　（受診券発送前の実施機関の確認は、下記までお問い合わせください。）

■健診結果・・・健診当日、受診した歯科医院で結果説明が行われます。

■その他

　・健診結果は、保健指導などに活用させていただきますので予めご了承ください。

お問い合わせ先　三原村　住民課（0880-46-2111）

後期高齢者医療の歯科健診を受けましょう
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年末調整等に関するパンフレットの
送付に係る国税庁からのお知らせ

　例年、年末調整の時期に、源泉徴収義務者の皆様へ、「年末調整のしかた」、「源泉徴収税額表」及び

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を送付しておりましたが、今後は、これ

らのパンフレットに代えて、改正事項（昨年からの変更点）や国税庁ホームページなどを案内した

リーフレットを送付いたします。

　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

～年末調整等に関するパンフレットは国税庁ホームページをご覧ください～

　年末調整等に関するパンフレットは、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」に

掲載しております。

国税庁

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です !
　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた
場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成３０年１月から１２月までに納められた保険料の全額です。過
去の年度分や追納された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保険
料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、平成３０年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年
末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が
必要となります。
　このため、平成３０年１月１日から１０月１日までの間に国民年金保険料を納付された方に
は、１１月上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られる予定
ですので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。（９月下
旬から１０月上旬にかけてコンビニエンスストアで国民年金保険料を納付された一部の方は、
１１月中旬頃送られる予定です。）
また、平成３０年１０月２日から１２月３１日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納
められた方へは、翌年の２月上旬に送られる予定です。
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方と
なる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。

年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を !
日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、「事前予約」を行
っています。お待たせ時間の少ない「予約相談」をぜひご利用ください。
�予約相談希望日の１か月前から前日まで受付しています。
�お申込みの際は、基礎年金番号のわかるもの（年金手帳や年金証書など）をご用意ください。 
ご予約方法は、全国共通の予約専用受付電話「０５７０－０５－４８９０」、または、お近くの年
金事務所に、電話・来訪時にお申込みください。
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　村も環境にも財政にもやさしく、地震など災害にも強い浄化槽の整備を推進します。

第 36回全国浄化槽大会標語

最優秀賞

　浄化槽 くらし潤す 水守る　　　　　　　　　　　（一般の部）

優秀賞

　浄化槽 新時代へ 水から（自ら）できる SDGs　　　（一般の部）

　浄化槽で SDGs わが家から　　　　　　　　　 　（一般の部）

　ボクん家は SDGs へ 浄化槽　 　　　　　　　　  （学生の部）

　村ではトイレ・台所・お風呂・洗濯水などの生活雑排水を処理するため、合併処理

浄化槽を新たに設置する事業 (補助 )を実施しております。合併処理浄化槽を設置する

ことにより、農業集落排水区域外においても、トイレの水洗化や生活雑排水の処理が可

能となります。

　申請方法等については、下記までお問い合わせください。

※予算額に達した場合、その時点

　で募集を締め切ります。

※単独処理浄化槽（トイレのみ処

　理）から合併処理浄化槽への転

　換についても申請可能です。

※柚ノ木、宮ノ川、来栖野地区の

　方は対象となりません。

5人槽0　0　332,000円

6～7人槽　0414,000円

8～10人槽　548,000円

補助金の限度額

お問い合わせ先

 三原村役場　住民課　　TEL:0880-46-2111　FAX:0880-46-2114

10月 1日は「浄化槽の日」です

令和 4年度
合併処理浄化槽設置希望者を募集します

募集期間：令和 4年 10月 1日～令和 4年 11月 30日まで
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こうち出会いサポートセンター
高知市駅前町 5-5 大同生命高知ビル 2階
（日・月 /10：00～ 17：00　火～木 /13：00
～ 20：00　金・土・祝 /休み）
Ｔｅｌ　０８８－８２１－８０８１
Mail　kochi-matching@wing.ocn.ne.jp

行政相談週間（10月 17日～ 23日）

素敵なお相手探しを高知県がサポート

お問合せ・お申込み

出張登録閲覧会（新規登録＆既会員閲覧）

～困ったら一人で悩まず行政相談！～

国の仕事や手続き、サービスについて困っていることはありませんか？

　国の仕事や手続き、サービスについて困っていることがありましたら、総務省の行政相談をご
利用ください。
　総務省では、多くの皆さんに行政相談を利用していただけるように毎年１０月に「行政相談週
間」を設け、各種の行事を行っています。

　こうち出会いサポートセンターでは、「高知で恋しよ !! マッチング」を幅広くご利用していただ
くため出張形式での登録閲覧会を開催しています。
　この機会にぜひご利用ください。

※センターの運営は高知県から委託を受けた
　一般社団法人高知県連合会が行っています。

　高知県は、ひとりひとりの生き方を尊重しながら、それぞれの希望
に応じて「自分らしく」活躍することを応援しています。
　「結婚」などは、個人の自由であり、その他にも様々な生き方がある
ものと私たちは考えています。高知県は、それぞれの
　意思に基づいた生き方を応援するとともに、その一環として「出会
い」や「結婚」への支援を希望する方々の応援をしています。

事前予約制ですので、参加ご希望の方はこうち出会いサポートセンターまでご連絡ください。

高知県が運営！

1対 1の出会いをサポートする会員制のお引き合わせシステム

◆お問い合わせ先　高知行政監視行政相談センター　TEL：０８８-８２４-４１００

医療保険や年金のことに医療保険や年金のことに
ついて教えてほしいついて教えてほしい

国道の危険箇所を改修し国道の危険箇所を改修し
てほしいてほしい

手続や申請をどこにした手続や申請をどこにした
らよいか教えてほしいらよいか教えてほしい

医療保険や年金のことに
ついて教えてほしい

医療保険・年金

国道の危険箇所を改修し
てほしい

道　　路

手続や申請をどこにした
らよいか教えてほしい

相談窓口

開催日
10月 13日（木）
10月 20日（木）
10月 29日（土）

時　　間
15：00～ 20：00
17：30～ 19：30
13：00～ 17：00

場　　所
宿毛市文教センター
香美市中央公民館

天王コミュニティセンター

スペシャル登録会（ヘアメイク＆プロフィール用写真撮影付き）
開催日

10月 16日（日）
10月 30日（日）

時　　間
10：00～ 17：00
10：00～ 17：00

場　　所
土佐市複合文化施設つなーで
のいちふれあいセンター
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　交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるも
のの、令和3年の事故発生件数は約31万件、死傷者数は
約36万人と、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害
者にもなり得る極めて深刻な状況となっています。

　自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク1台ご
とに加入が義務づけられており、加害者の賠償責任を
担保することで被害者の基本的な賠償を保証する制
度であり、被害者の救済を目的としています。

☆最低賃金についてのお問い合わせ
　高知労働局（賃金室）　　℡ 088-885-6024
　四万十労働基準監督署　℡ 0880-35-3148

自賠責保険・共済なしでの運行は
法令違反です！

　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基
本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障
法に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車
に加入が義務づけられています。
　自賠責保険・共済なしで運行することは法令違
反ですのでご注意ください！

遺言と成年後見制度

◆日時：令和４年１０月２９日（土）
１３時３０分～１６時（受付１３時～）

◆場所：宿毛市立中央公民館 ２階視聴覚室
（宿毛市中央2丁目7番14号・宿毛文教センター内）

☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆
◆講演会 １３時３０分～１５時
講 師 司法書士 藤田 博巳

（公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート高知 会員）
◆相談会 １５時～１６時
相談員 成年後見センター・リーガルサポート高知会員（司法書士）

☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆

主催 高知県司法書士会
成年後見センター・リーガルサポート高知

（お問い合わせ先）
成年後見センター・リーガルサポート高知
０８８－８２５－３１４１０８８－８２５－３１４１
新型コロナウイルス感染症の状況によっては
中止となることがありますので、前日までに
上記の問合せ電話番号にお問い合わせいただ
くか、高知県司法書士会のホームページでご
確認のうえご来場下さい。

任意
代理
任意
代理
任意
代理

死後の
事務
死後の
事務
死後の
事務

遺言遺言遺言
任意
後見

法定
後見

～講演会＆相談会～
無
料

自賠責 切れていませんか？ 最低賃金改正のお知らせ
令和4年10月9日から
高知県最低賃金は

820円

853円

1時間

▼

です
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防衛省　２０２２年度　自衛官募集案内

種　目 受付期間 試験期日 受験資格

自衛官候補生
年間を通じて受付し
ています

受付時又は自衛隊高知地方協力本部
のホームページにてお知らせします。

１８歳以上
３３歳未満の者

陸上自衛隊
高等工科
学校生徒

10月1日～12月2日
令和５年１月５日～７日

※いずれか１日を指定されます。

男子で中卒（見込含）17歳未
満の成績優秀かつ生徒会活
動等に顕著な実績を修め、
学校長が推薦できる者。

推薦

10月1日～
令和5年1月6日

１次：令和５年１月１４日・１５日
２次：令和５年１月２６日～２９日
※いずれか１日を指定されます。

男子で中卒（見込含）17歳未
満の者

一般

82022.10月号 広報 みはら



幡多広域消費生活センター便り

模倣サイトにご注意ください！

　有名企業等の公式サイトによく似た模倣サイトで商品を購入してしまうトラブルが発生して

います。模倣サイトでは、日本語などが明らかにおかしいものもありますが、最近ではロゴをその

ままコピーしているなど、正規サイトとそっくりで見分けがつかないほどよく似ているものもあ

り、注意が必要です。

【事例１】

　　知人が通販サイトでブランド品のバッグを購入した。定価よりとても安い値段だったので、

　公式サイトを確認すると、模倣サイトとして注意喚起リストにあげられているサイトだった。

（40代　女性）

【事例２】

　　インターネットで時計とブレスレットのセットを注文した。クレジットカードで支払おうと

　したが、できなかったので仕方なく代引きを選んだ。後日、商品が届いたので支払いをして受け

　取ったが、注文した商品と違っていた。調べたところ、偽のサイトだった。

（10代　女性）

【トラブル回避・対応ポイント】

　・販売価格が大幅に値引きされている場合などは、模倣サイトの可能性が高く、注意が必要で

　　す。詐欺・模倣サイトを完全に見分けることは非常に困難なため、少しでも不安を感じた場

　　合は、購入をいったんやめましょう。

　・注文時に入力した個人情報やパスワードが悪用されると被害が拡大するおそれがあります。

　　普段から推測されやすいパスワードは使用せず、使い回しもやめましょう。

　・模倣サイトでクレジット決済をしたことに気づいたときは、すぐにクレジットカード会社に

　　連絡をしましょう。代引配達の場合は、代金を支払う前に地域の消費生活センター（消費者ホッ

　　トライン「188」）などに相談しましょう。

　・海外事業者とのトラブルについては、国民生活センター越境消費者センター

　　（http://www.ccj.kokusen.go.jp）でウェブホームにて相談を受け付けています。

　

（高知県立消費生活センター 地域見守り情報 第 185号より）

※幡多広域消費生活センターでは、出前講座（無料）による啓発活動を実施しています。お気軽に

　お問合せ下さい。

幡多広域消費生活センター

〒787-0012　四万十市右山五月町８番 13号（アピアさつき２階駐車場西側）

TEL：0880-34-8805　　　FAX：0880-34-8809　　　消費者ホットライン：188

〈相談受付〉月～金曜日（祝日および年末年始を除く）9：00～ 12：00 / 13：00～ 17：00
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生涯現役実現のためのお仕事説明会

『おしごとカフェ in幡多』

無料合同労働相談会を開催します

　おおむね55歳以上の方を対象に、企業の方と直接お仕事の内容等を気軽に話せる茶話会形式の
お仕事説明会です。ぜひ、お気軽にご参加ください。

宿毛市会場
■日時/11月17日（木）　14時～16時
■場所/林邸（宿毛市中央3-1-3）
四万十市会場
■日時/11月18日（金）　14時～16時
■場所/物産館サンリバー四万十（四万十市右山383-7）

■参加料/無料　■定員/先着20名（要事前申込）
■申込み・問合せ/高知県生涯現役促進地域連携協議会　
TEL 088-879-1907

　パワハラ、退職、解雇といった職場の問題でお悩みの方を対象に、国や県などの労働相談機関

等が合同で無料相談会を開催します。

　当日は、弁護士、司法書士、社会保険労務士といった専門家が面談または電話により相談をお

受けします。事業主の方も相談できますのでお気軽にご相談ください。

相談日時：令和4年10月28日（金）　午前10時～午後5時

面談場所：高知県庁北庁舎（高知市丸ノ内2－4－1）

　　　　　　※受付は4階、高知県労働委員会事務局で行います。

当日専用相談ダイヤル：088－821-4661

※相談は事前予約優先、先着順です。

予約申込み・お問い合わせ：高知県労働委員会事務局　088－821-4645

この他、高知県労働委員会事務局では、随時ご相談をお受けしています。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今後の状況により変更又は中止になる場合があ

　ります。最新情報や詳細については、予約申込み電話番号にお問い合わせください。ご理解と

　ご協力のほど、お願いいたします。

コロナ感染対策にご協力願います
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火災 救急は火災 救急は１１９１１９火災 救急は火災 救急は１１９１１９火災 救急は１１９

住宅用火災警報器に関するお問い合わせは・・・
幡多西部消防組合 三原分署 予防係  ℡ 0880-46-2629

現在、すべての住宅に住宅用火災警報器設置義務があります！

●寝室
　必ず寝室に使う部屋すべてに設置してください!
●階段
　2階以上に寝室があれば階段にも設置が必要です!

●台所
　設置義務はありませんが、あると
　安心です。設置する場合は「熱式」の
　設置をおすすめします。

設置義務 任意設置

住宅用火災警報器を付けましょう！

～お出かけは　マスク戸締り　火の用心～

急な「病気」や「ケガ」で救急車を呼ぶか、病院に行くか迷ったときは！！

高知家の救急医療電話 #7119

　急なケガや病気をしたとき、救急車を呼んだ方がいいか、今すぐに病院に行った方がいいかな
ど、判断に迷うことがあると思います。
　そんなとき、専門家からアドバイスを受けることができる電話相談窓口が救急安心センター事
業（＃7119）です。
　救急安心センター事業（＃7119）に寄せられ
た相談は、電話口で医師、看護師、相談員がお話
を伺い、病気やケガの症状を把握して、救急車の
必要があるのか、救急車は必要ないが病院を受診
した方がよいのか、また受診できる医療機関はど
こか等を案内します。

救急安心センター<#7119>って何？

　保護者の方が、休日・夜間の子供の症状にどの
ように対処したら良いのか、病院を受診した方が
よいのかなど判断に迷ったときに、小児科医師・
看護師に電話で相談できるものです。
実施時間帯 20：00〜翌午前 1：00

こども医療電話相談事業【＃8000】

・病院へ行く？
・救急車を呼ぶ？
　迷ったら・・・

オペレーターや自動音声
により応答があります

救急電話相談
医師、看護師、相談員が
お話を聞き判断します
・緊急性が低い
　受診可能な医療機関を案内
・緊急性が高い
　迅速な救急出動

利
用
方
法

＃7119 or ＃8000

救急電話相談

医療機関案内
希望に応じ

を選択します
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国際交流員の

ウィリアム・オッシャーです！
vol.1

　初めまして！新しい国際交流員として働かせていただくウィリ　初めまして！新しい国際交流員として働かせていただくウィリ

アム・オッシャーと申します。でも、ちょっと難しい名前かもしれアム・オッシャーと申します。でも、ちょっと難しい名前かもしれ

ませんから呼び方は何でもいいです。ませんから呼び方は何でもいいです。

　7月28日アメリカの東海岸から三原村へ来ました。出身の町はマ　7月28日アメリカの東海岸から三原村へ来ました。出身の町はマ

サチューセッツ州ボスサチューセッツ州ボス

トンの近くにあるレキシントンという街です。レキシントン、アメリカ独立戦争の開戦のトンの近くにあるレキシントンという街です。レキシントン、アメリカ独立戦争の開戦の

地として知られています。それがレキシントンの唯一の面白いことかもしれません。地として知られています。それがレキシントンの唯一の面白いことかもしれません。

　大学は出身地から車で2時間半ぐらい北にあるメイン州のベイツでした。専攻は哲学と　大学は出身地から車で2時間半ぐらい北にあるメイン州のベイツでした。専攻は哲学と

日本語でした。日本語でした。

　メイン州とマサチューセッツ州はどちらも冬が寒くて、夏はあまり暑くないです。こん　メイン州とマサチューセッツ州はどちらも冬が寒くて、夏はあまり暑くないです。こん

なに暑い場所に住むことになるのは初めてです。それでも、三原の天気に何となく慣れてなに暑い場所に住むことになるのは初めてです。それでも、三原の天気に何となく慣れて

います。田舎に住むのも初めてです。16歳の時、札幌で二週間ぐらい滞在してクラスを取います。田舎に住むのも初めてです。16歳の時、札幌で二週間ぐらい滞在してクラスを取

りましたけど、日本に住むのも初めて。初めてばかりですね。りましたけど、日本に住むのも初めて。初めてばかりですね。

　僕はちょっとつまらない人ですけど新しいことを試して習うのが好きです。今は、料理　僕はちょっとつまらない人ですけど新しいことを試して習うのが好きです。今は、料理

が上手になりたいです。それに散歩するのが好きです。暇があったら、読むこととポッドが上手になりたいです。それに散歩するのが好きです。暇があったら、読むこととポッド

キャストを聞くのが好きです。好きなトピックは哲学、言語、歴史、文化の違いです。日本キャストを聞くのが好きです。好きなトピックは哲学、言語、歴史、文化の違いです。日本

の音楽も特に好きです。漢字をもっと習って日本の文学を勉強したいと思います。の音楽も特に好きです。漢字をもっと習って日本の文学を勉強したいと思います。

　日本語に対して、たくさん勉強しなければいけない。　日本語に対して、たくさん勉強しなければいけない。

　大学でたくさん勉強しましたけど教科書の日本語と自然な日本語は差異があると思い　大学でたくさん勉強しましたけど教科書の日本語と自然な日本語は差異があると思い

ます。それでも、たくさん練習したいと思います。新しい人と会う事が好きですから、アメます。それでも、たくさん練習したいと思います。新しい人と会う事が好きですから、アメ

リカについて、英語について、他の質問があったらいつでも、何でも聞いてください。リカについて、英語について、他の質問があったらいつでも、何でも聞いてください。

　よろしくお願いいたします。　よろしくお願いいたします。

　初めまして！新しい国際交流員として働かせていただくウィリ

アム・オッシャーと申します。でも、ちょっと難しい名前かもしれ

ませんから呼び方は何でもいいです。

　7月28日アメリカの東海岸から三原村へ来ました。出身の町はマ

サチューセッツ州ボストンの近くにあるレキシントンという街で

す。レキシントンはアメリカ独立戦争の開戦の地として知られています。それがレキシン

トンの唯一の面白いことかもしれません。

　大学は出身地から車で2時間半ぐらい北にあるメイン州のベイツでした。専攻は哲学と

日本語でした。

　メイン州とマサチューセッツ州はどちらも冬が寒くて、夏はあまり暑くないです。こん

なに暑い場所に住むことになるのは初めてです。それでも、三原の天気に何となく慣れて

います。田舎に住むのも初めてです。16歳の時、札幌で二週間ぐらい滞在してクラスを取

りましたけど、日本に住むのも初めて。初めてばかりですね。

　僕はちょっとつまらない人ですけど新しいことを試して習うのが好きです。今は、料理

が上手になりたいです。それに散歩するのが好きです。暇があったら、読むこととポッド

キャストを聞くのが好きです。好きなトピックは哲学、言語、歴史、文化の違いです。日本

の音楽も特に好きです。漢字をもっと習って日本の文学を勉強したいと思います。

　日本語に対して、たくさん勉強しなければいけない。

　大学でたくさん勉強しましたけど教科書の日本語と自然な日本語は差異があると思い

ます。それでも、たくさん練習したいと思います。新しい人と会う事が好きですから、アメ

リカについて、英語について、他の質問があったらいつでも、何でも聞いてください。

　よろしくお願いいたします。
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●企画展　没後150年　山内容堂　～鯨海酔侯の見た幕末維新～　　　

　　　

開催期間：【前期】令和4年19月17日（土）～10月30日（日）

　　　　　【後期】令和4年11月12日（水）～12月11日（日）

　今年は大政奉還を建白した15代土佐藩主山内豊信（号容堂）の没後150年です。節目の年を

記念して、容堂自筆の漢詩や手紙、幕末日本の歴史を動かした政治資料や盟友ゆかりの品々約

100点を、前後期に分けて展示します。

観覧料：観覧料：700円（常設展含む。高知城とのセット券900円）

　　　　※高校生以下と県内６５歳以上の方は無料

時　間：9時～18時　日曜のみ8時～18時

　　　　※展示室への入室は閉館30分前まで

　　　　※11/10～11/13はすべての方が展示観覧料無料

●城博講座

〇古文書講座　第4回目：近代文書を読む（海南学校）　

　昔の手紙を読む、先祖を調べる、展示を見る等、古文書が読めるようになると歴史がぐんと

　身近なものになります。今年度の講座では、昨年度から引き続き初歩的な古文書をテキスト

　に、くずし字解読の基礎や独特な言い回しを学びます。　

開催日時：令和4年11月12日（土）10時～11時30分

講　　師：歴史担当学芸員

会　　場：高知城歴史博物館　１階ホール

定　　員：40名（要事前申込み制/先着順）

参 加 費　無料

申 込 み：10月1日（土）9時から申込受付。電話、ＦＡＸ、受付にて参加者の氏名および住所・電話

　　　　　番号をお知らせください。

　　　　　※申込み多数につき、当日ご参加いただけなかった方の内、希望される方には講座

　　　　　　の配付資料を無料でお送りいたします。

　　　　　※新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては延期や中止となる場合があります。

高知城歴史博物館　催しのお知らせ
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8月15日　
　みはら祭り

編集・三原村役場総務課

◆開　催　日　令和4年11月3日（木）　※雨天決行
◆開 催 時 間　午前9時～午後3時
◆開 催 場 所　三原村農業構造改善センター　
　　　　　　　幡多郡三原村宮ノ川1130番地
◆問い合わせ　三原村どぶろく・農林文化祭実行委員会
　　　　　　　TEL：0880-46-2437

三原村どぶろ
く・農林文化祭三原村どぶろ
く・農林文化祭


