Information

Event
▶日時

６月２７日
（土）
〜8月２８日
（金）

四万十風の音 ガラスの風鈴展

10:00〜17:30（日曜は16:30まで、
最終日は１６：００まで）
▶場所：四万十町立美術館
▶観覧料：200 円

「お気に入りの本に、
ブックコートを
かけてみませんか」
▶日時：9月19日
（土）
１３：30〜１５：００
▶場所：四万十町立図書館 大正分館

（高校生以下無料）
「 身体障害者手帳（１級・２
級）、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、長
寿手帳に類するもの（運転免許証や保険証等）
を提示する65歳以上の方は無料。

■お問い合わせ先
四万十町立美術館

（大正地域振興局2階 会議室）

▶駐車場：大正地域振興局
▶講師：図書館職員
▶対象：高校生以上
▶持ち物：お気に入りの本１〜2冊

☎22‑5000

世界のヤイロチョウ写真展

夏のひととき、色とりどりで涼しげな
ガラス風鈴の音色をお楽しみください。
期間中、風鈴の販売もあります。
▶日時

7月18日
（土）
〜8月16日
（日）
9:00〜17:00

世界各地を飛びまわり、
ヤイロチョウ
をの写真を撮影している松村伸夫さん
の写真展。松村さんをお招きしてトーク
ショーも行われます。
〈松村伸夫さんのトークショー〉
日時：8月16日
（日）、
10月17日
（土）、12月26日
（土）
15：00〜16：00

▶場所：古民家カフェ半平
▶料金：入場無料
■お問い合わせ先
古民家カフェ半平事務所
☎050‑8807‑5075

わたしの好きな中澤竹太郎展

（A4サイズ（21㎝×30㎝）
まで）

▶定員：10名 ▶参加費：無料
▶受付開始：9月1日より

■お問い合わせ先：四万十町立図書館
本館
☎22‑5000
大正分館 ☎27‑1193

出張相談会のお知らせ

新型コロナウィルス感染症の拡大で
影響を受けている事業者の皆さまへ

８月から
「よろず支援拠点」の専門家
が市町村に出向き、①持続化給付金や
家賃支援給付金、②国や県の事業継続
のための支援策、③資金繰りなど、
コロ
ナ感染症の影響を受け、
その対応策に
お困りの事業者の皆さまに応えるため、
出張相談会を実施します。
※よろず支援拠点とは、中小企業庁が、各都道府県
に1か所ずつ作った、無料の経営相談窓口です。

▶日時

8月２日
（日）
〜12月２６日
（土）

▶期間：８月20日〜令和3年1月までの
毎月第3木曜日
▶場所：四万十町役場東庁舎２階
▶申込方法：事前予約が必要です。
電話またはメールでご予約ください。

10:00〜1５:00
▶場所：四万十ヤイロチョウの森
ネイチャーセンター
▶休館日：毎週水・木曜日
▶入館募金：３００円（２０歳未満除く）
■お問い合わせ先
（公社）生態系トラスト協会
☎050‑8800‑2816

子どもに絵本や読書の
橋を架ける連続講座〈第1回〉

四万十町立美術館の収蔵作品から、
中澤竹太郎の作品１８点を厳選し展示。

■ご予約・お問い合わせ先
高知県よろず支援拠点
☎088‑846‑0175
メール：yorozu@joho-kochi.or.jp

法人も対象です）
もし、登録されていな
い車両がありましたら税務課・各地域
振興局に申請をお願いします。

国民年金保険料 納付のご案内
年金相談・お手続きはご予約を！

▶クーポン券利用可能施設
QRコードから、じも旅キャンペーン
のページでご確認ください。

▶申請に必要なもの
・所有者の印鑑
・申請書(税務課・各地域振興局にあります)

■お問い合わせ先
奥四万十観光協議会
☎0889‑4２‑4001

■申請・お問い合わせ先
税務課 ☎２２‑３１１６

令和2年度の国民年金保険料は、
月
額16,540円です。
日本年金機構から送
られる納付書により、
納付期限までに銀
行などの金融機関、
郵便局、
コンビニエ
ンスストアで納めてください。
そのほか、
クレジットカードやインターネットなどを
利用しての納付、
また便利でお得な口
座振替もあります。
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。

ビー館四万十、四万十町観光協会）
他、4市町および高知市内での販売
店はホームページをご覧ください。

奥四万十・じも旅キャンペーン

美術館・図書館からの
お知らせ
収蔵作品展
（前期）まなざし

四万十町にゆかりのある作家による
風景画展
収蔵作品の中から、
四万十町にゆかり
のある作家による風景画14点を展示。
▶日時 ：9月12日（土）〜10月22日（木）
10:00〜17:30（日曜は16:30
まで、最終日は１６：００まで）

（後期）あしあと

四万十町立美術館所蔵画家の歴史展
明治から令和へ
収蔵作品を中心に、明治生まれの作
家から今へ続く作家までの絵画作品
17点を展示。
▶日時： 10月31日（土）〜12月9日（木）
10:00〜17:30（日曜は16:30
まで、最終日は１６：００まで）
▶場所：四万十町立美術館
▶観覧料：200 円

（高校生以下無料）
「 身体障害者手帳（１級・２
級）、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、長
寿手帳に類するもの（運転免許証や保険証等）
を提示する65歳以上の方は無料。

▶休館日：月曜日・祝日
■お問い合わせ先
四万十町立美術館

☎22‑5000

奥四万十・じも
旅クーポン券を
発行します！
新 型コロナウ
イルス感 染 拡 大
防止のため、
イベ
ント自 粛 や 県 外
への往来自粛要
請などで、高幡圏域の観光産業などは
大きな打撃を受けています。
そこで、奥
四万十地域（四万十町・中土佐町・須
崎市・津野町・梼原町の5市町）
で、
「奥
四万十・じも旅キャンペーン」
が8月1日
よりスタートしました。
この機会に地元
の魅力を再確認するとともに、泊まっ
て、食べて、遊んで楽しい奥四万十時
間を満喫しましょう！
▶キャンペーン期間
令和2年8月1日〜令和3年1月31日

（クーポン券は無くなり次第終了となります。）

▶クーポン価格：5,000 円

（※お１人さま 5 セットまで購入可能）

▶予約受付：1か月前〜前日まで

※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
「☎0570-05-4890」
または、
お近
くの年金事務所にお申込みください。
■お問い合わせ先
高知西年金事務所 ☎088 875 1717
町民課
☎22 3117
大正 町民生活課 ☎27 0112
十和 町民生活課 ☎28 5112

小型特殊自動車（農耕作業用など）
の登録はお済みですか？
公道を走るかどうかに関係なく、所有されて
いる車両は登録の必要があります！

▶クーポン内容：10,000 円分

5,000 円の宿泊クーポン１枚

+

500 円 ×10 枚の観光クーポン
▶クーポン券販売所：四万十町
（道の
駅あぐり窪川、道の駅大正、道の駅と
おわ、ホテル松葉川温泉、海洋堂ホ

トラクター、
コンバイン、田植機など
の小型特殊自動車は登録が義務づけ
られています。
（個人以外の集落や農業

生 姜 を 栽 培 する 畑 を 探して い ま す
畑の管理や放棄地などにお困りでしたら、当社へご相談ください。
●荒地、水田でも構いません ●畑、隣接地複数人でも構いません

広
告

１反（1,000㎡）当り 50,000 円 からお貸しください
＊但し、現地の条件により金額が異なる場合があります

詳しくは現地確認後にご相談させていただきます
株式会社 サカタ 窪川事務所

〒786-0032
高知県高岡郡四万十町影野515
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お問合せ先

0880-22-9041

【担当者：谷村、福永】

担当者：谷村

受付時間：9:00〜17:00
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