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時…日時、期間  所…場所  対…対象（表記無し：どなたでも）  定…定員  費…費用（表記無し：無料）
講…講師  申…申込（表記無し：不要）  問…問合せ  他…その他

イン会議または参集
して会議を開催する
予定です。
　なお、令和３年成人式は、４
月３日㊏正午受付開始を予定し
ていますが、新型コロナウイル
スの感染状況によっては、延期
または中止となる場合がありま
す。対象の新成人には個別に案
内します。
対令和３年成人式対象者（平成
12年４月２日から平成13年４
月１日までに生まれた人で、
上越市に住民登録のある人およ
び以前上越市に居住していた
人）で、会議および成人式当日
に参加できる人　申 問９月25
日㊎～10月30日㊎の間に社会
教育課（☎025-545-9245、
joetsu-20@city.joetsu.lg.jp）

地域協議会を考える講座 

　地域協議会や
地域活動支援事
業に関しての疑
問や、分からな
いことについ
て、参加者同士
で意見交換し、地域協議会に対
する理解を深めます。
時①10月17日㊏午後２時～４
時　②10月29日㊍午後６時30
分～８時30分（どちらも同じ
内容）　所春日謙信交流館　対
市内に居住または通勤・通学し
ている人　問上越市まちづくり
市民大学ОＢ会事務局の横山郁
代さん（☎080-9700-2919）

新潟県上越婦人会館 
生涯学習講座

　華道や茶道、
音楽など、さま
ざまな生涯学習
講座を開催して
います。講座に
より定員や会
費、月謝などがあるほか、女性
限定の講座もあります。詳しく
は、問い合わせてください。
時10月～令和３年３月　所申問
（一財）新潟県上越婦人会館（本
町６、☎025-523-4067）

上越人材ハイスクール 
11月講座

○リーダー能力の基
礎　○伝導装置　○
建設業経理士検定１
級（諸表）　○ワー
ド・エクセルコース　○エクセ
ル応用　○アクセス応用　○日
商PC検定（文書作成）（２級・
３級）　○日商PC検定（データ
活用）（２級・３級）　
申問上越人材ハイスクール（☎
025-523-2690）

令和３年成人式 
成人の集い実行委員

　成人式の式典後に行う「成人
の集い」を企画・運営します。
実行委員会は秋以降に、オンラ
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10月14日㊌、21日㊌の午前10
時～正午・関東信越税理士会高
田支部（本町５）

10月19日㊊午後１時30分～２
時30分・㈱ニチイ学館上越教
室

上越人材ハイスクール
（☎025-523-2690）

オンブズパーソン事務局（市民
プラザ２階、☎025-527-3333）

10月８日㊍午前10時～正午・
安塚商工会

10月22日㊍午後２時～４時・
ハローワーク上越

10月20日㊋午前９時30分～午
後０時30分・市民プラザ、10
月21日㊌午前９時30分～午後
０時30分・大島若者交流会館

10月22日㊍午後１時～３時・
上越地域振興局

10月17日㊏午前10時～午後４
時・ワークパル上越

高田支部事務局
（☎025-523-6557）

㈱ニチイ学館上越教室
（☎025-531-3124）

10月16日㊎午前10時～・上越
人材ハイスクール

10月８日㊍午後０時30分～３
時30分・板倉コミュニティプラ
ザ、22日㊍午後０時30分～３
時30分・名立地区公民館

安塚商工会
（☎025-592-2265）

上越地域若者サポートステー
ション（☎025-524-3185）
※予約は前日午後５時まで

新潟地方法務局上越支局
（☎025-525-4163）

新潟県交通事故相談所
（☎025-280-5750）

上越市地域住宅相談所
（☎025-525-7300）

税に関する相談

県立上越テクノスクール主催の職業
訓練「医療事務・調剤事務科３期」
について（訓練期間12月18日～）

県立上越テクノスクール主催の職業
訓練「事務基本科【情報活用コース】

（上越）」について（訓練期間11月
17日～）

オンブズパーソンが、市政のことで
あなたのご意見や苦情などをお聴き
します

弁護士による、中小企業者を対象と
する法律相談。１件30分程度

15歳から49歳までの就労に悩む人
やその家族が対象です

家庭内の問題、近隣間のもめごとや
名誉毀損、いじめなどの人権問題の
相談

電話による相談も随時受け付けてい
ます（午前９時～午後５時）。交通
事故で悩んでいる人は気軽にご相談
ください

耐震改修、新築・増改築、修繕工事、
克雪住宅など住まいに関する相談
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税務相談会

職業訓練相談

職業訓練相談

巡回オンブズパーソン
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10月22日㊍午後１時～５時・
ワークパル上越

10月１日㊍～７日㊌の各事務
所執務時間内・県内各司法書士
事務所

産業政策課
（☎025-526-5111、内線1211）

新潟県司法書士会
（☎025-244-5121）

国が設置した事業承継の窓口機関の
専門家による、中小企業者を対象と
する相談会。１件50分程度

市民生活一般に関する法律相談（土
曜日、休日に相談希望の場合は、事
前に相談場所へ）

要 予 約

予約不要

新潟県事業引継ぎ支援
センター出張個別相談会

「法の日（10月１日）」にちなむ
司法書士無料相談週間

と　き
ところ
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11月９日㊊午後２時～４時・
大潟保健センター

10月５日㊊～26日㊊の間に、
すこやかなくらし包括支援セン
ター（☎025-526-5623）

「もの忘れが増えた」「何度も同じ話
をする」などの気になる症状がある
人を対象とした認知症専門医による
個別相談会です
定10人（申込順）

要 予 約

こころと体の元気教室
（もの忘れ相談会）

弁護士による法律相談

上越地域若者サポート
ステーション出張相談会

と　き
ところ

と　き
ところ

予　約
問合せ

問合せ

○�一般相談＝月～金曜日の午前
９時～午後５時（祝日を除く）

○�法律相談＝10月５日㊊、12日㊊、19日㊊、
26日㊊、11月２日㊊、９日㊊、16日㊊、24
日㊋、30日㊊の午後１時30分～４時

※�会場は、いずれも新潟県高齢
者総合相談センター（新潟市）

10月４日㊐・新井ふれあい会館
（妙高市）、18日㊐・市民プラザ
※�時間はいずれも午前10時～
午後４時

新潟県高齢者総合相談センター
（☎025-285-4165）

新潟県行政書士会上越支部
（☎025-523-7315）

相談は電話、面談のどちらでも可

相談内容について秘密は厳守されます

要予約（法律相談のみ）

新潟県高齢者
総合相談センター

行政書士による無料相談

特設人権相談所

交通事故巡回相談

住宅相談会

各種無料相談
予約が必要な相談があります。
詳しくは、各問合せ先に問い合
わせてください。

無料相談

予約不要

令和３年度上越市奨学生（予約募集）
　経済的な理由などにより修学が困難な学生などを対象に、奨学金の貸付
を行います。
申問11月２日㊊（必着）までに学校教育課（〒942-8563�下門前1770、
☎025-545-9244）または各総合事務所、南・北出張所

高校生 大学生など

対 象

令和３年４月に高校や専修学校、大学など（短大、大学院を含む）
に在学予定で、次の全てに該当する人
○保護者などの住所が市内にある人　○保護者などの所得が一定
基準以下の人　○成績評定が一定以上の人（大学などに進学する
人に限る）

定 員 20人程度

貸 付 額 月額＝15,000円 月額＝４万円
入学準備金＝10万円

貸付期間 令和３年４月から最短修業年限の終期まで
返 還 ６カ月据え置き後、貸付期間の３倍以内の年数（無利子）

提出書類 奨学生採用申込書、奨学生推薦調書、保護者の令和元年分の所得
が分かる書類、在学証明書（採用決定後に提出）

　募　集
■事業やもよおしなどの実施について
　�新型コロナウイルス感染症の影
響などにより延期・中止する場
合がありますのでご了承ください。




