河童の笛

香美市１０周年記念事業として、劇団 民話
芸術座の公演を開催します。大人から子ども
まで楽しめる民話劇です。ご家族おそろいで
お越しください。

水 ・２２日 水 １３時～１５時

B1
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15

15

30

広
告
７

Kami
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①身体障害者手帳
または療育手帳
②健康保険証
③認印
現在１年ごとに更新の対
※
象の方は、６月末で有効期
限が切れます。引き続き助
成を希望する方は、所得判
定による資格の更新を行い
ますので、６月中に①～③
を持参し、更新の手続きを
行ってください。
【問い合わせ・申請先】
市民保険課保険班
☎
３１１５
香北支所☎ ・２３１１
物部支所☎ ・３１１１

■場所 基幹集落センター １階大会議室
（香北町美良布）
■講師 棚野由加さん（土佐一閑張り協会会長)
■材料費 ２，０００円
■持ってくる物 エプロン・タオル２枚・作
品を持って帰るビニール袋
■申込期間 ５月１６日（月）～６月１日（水）
■定員 ２０人（先着順）

53
・

58 59

10

080

16

①家庭からのごみ②農業用
のビニール類③産業廃棄物
【問い合わせ先】
環境上下水道課環境班
☎
１０６３
３０５１

６月１５日

65

30

性暴力被害の相談

一閑張りとは竹で編んだザルやカゴに和紙
を張り、柿渋を重ね塗りしたもので、昔から
日本人の日常生活の中で、幅広く愛用されて
いました。１つの作品を２日間で仕上げます。

65

６

12

同意のない、対等でない、
強要された性行為は全て性
暴力です。性暴力は著しい
人権侵害で犯罪です。一人
で悩まず、まずはお電話を。
【日時】毎週月曜～金曜
時～ 時
祝
※日は休み
【相談先】性暴力被害者サ
ポートネットワークこうち
☎ ・９８３３・３５００

「一閑張りを楽しもう」

・ 歳未満の児童で、身体
障害者手帳の３級または
４級を持ち、療育手帳の
をお持ちの方
◆所得制限等
歳以上で、平成 年
月１日以降、新たに手帳の
交付を受けた方は住民税非
課税世帯の方のみが対象と
なります。
※ 歳未満の方、または
歳以上で平成 年９月 日
以前に対象となる級の手帳
の 交 付 を 受 け た 方 は 所得制
限はありません。
【申請方法】次の①～③を
持参し申請してください。

いっかん

30

催し・講座

A2

ものづくり教室

27

土佐山田町区域一斉清掃

A1

７

20

土佐山田町内の道路・河
川・水路・公園等で一斉清
掃を行います。ごみはでき
るだけ地元のご協力いただ
ける車で運搬してください。
【日時】 月５日（日）
８時 分～ 時 分
雨天中止（中止決定は当
※
日の７時）
【場所】市立一般廃棄物処
理場（鏡野中学校北）
【持込禁止】①～③のよう
な 、 一 斉 清 掃 以 外 のごみは
受け入れできません。

■場所 中央公民館 １階大ホール
■公演 劇団 民話芸術座
■送迎バス定員 ２３人（先着順）
奥物部ふれあいプラザ発→市役所西庁舎着
■送迎バス申込締切 ５月１１日（水）１７時

40

16

助成・補助・給付

１３時３０分～１５時１０分

障害者福祉医療費
助成制度のご案内

（開場 １３時）

土

14

この制度は、重度心身障
害児（者）の方の保健の向
上と福祉の増進を図ること
を目的に、保険診療の自己
負担分を助成する制度です。
【対象者】
◆重度心身障害児（者）の方
・身体障害者手帳の１級ま
たは２級をお持ちの方
・療育手帳の または を
お持ちの方

５月１４日

20

FAX
59 52
・

集

演劇

入場無料

53
52
・
・

募

かっぱ

59

キャラバンバン
香北大会出場者募集

香美市１０周年記念事業

090

川上様夏祭り会場で開催
を予定するテレビ高知主催
の第 回歌って走ってキャ
ラバンバン香美市香北大会
の出場者を募集します。
【開催日】 月 日（水）
【場所】 美良布多目的運動
広場（雨天時は保健福祉セ
ンター香北）
【資格】 香美市在住の方
応募多数の場合は抽選。
※
また、他の地区大会との重
複出場はできません。
【期限】５月 日（金） 時
【問い合わせ・申込先】
香北支所地域振興班
☎
９２８６
・４２０４

※５月２７日（金）は休館日

香美市戦没者追悼式

平日：９時００分～１７時００分

【日時】
５月 日（金） 時～
【場所】中央公民館
参列を希望される方は、
※
次の各地区遺族会までご連
絡をお願いします。
【問い合わせ・申込先】
福祉事務所
☎
３１１７
土佐山田地区（事務局）
☎
４３０５
香北地区（会長・大石綏子）
☎ ・２２０８
物部地区（会長・公文寛伸）
☎ ・５２７４・００２５

問い合わせ・バス申込先
中央公民館 ☎５３－２２１４

FAX
53 53
・ ・

香美市パソコン教室
講習予定日
６／７～７／２６の火曜日（全８回）
場
所
中央公民館
時
間
１９時～２１時
申込期限
５月２７日（金）必着
■対 象 者
２０歳以上で香美市在住の方
■申込方法
直接ご来館いただくか、郵便番号・住所・氏名・年
齢をご記入の上、ハガキまたはＦＡＸでお申し込みく
ださい。応募者多数の場合は抽選。抽選結果の発表
は受講票の発送をもって代えさせていただきます。
■受 講 料
２，０００円（初日に会場で集めます）
■内
容
パソコン初心者が対象です。
（文字の入力やワードによる文書作成等）
■定
員
２０人
■問い合わせ・申込先
〒７８２－００３４ 香美市土佐山田町宝町２ー１ー２７
中央公民館 ☎５３－２２１４
FAX５３－３９０４

第１回定時

市営住宅入居者募集
【公営住宅 ※２人世帯まで】
ラ・メゾン桜団地（土佐山田）1戸（1LDK）
黒土２号団地Ｂ棟（土佐山田）1戸（1LDK）
【公営住宅 ※２人世帯以上】
黒土２号団地Ａ棟（土佐山田）1戸（3DK）
【公営住宅 ※入居者数要件なし】
セトル成矢団地（物部）1戸（3LDK）
【特定公共賃貸住宅 ※入居者数要件なし】
韮生野第2団地（香北）2戸（3DK）
【応募資格】
・同居しようとする親族があること
（単身入居要件あり）
・市税等の滞納のない方
・持ち家のない方
※その他にも資格要件あり
【受付期間】
５月１６日（月）～ ２０日（金）
※申込書は５月９日（月）からお渡しします。
申込後、入居者選考委員会を経て公開抽選
で入居者が決定します。
【家賃】
・公営住宅の家賃は、入居者数・所得等によ
り決まります。
・特定公共賃貸住宅の家賃は、入居者数・所
得等にかかわらず定額です。

随時募集について
定時募集で入居者が決まらなかった住宅は、
受付順にて随時募集を行っています。

【問い合わせ先】
管財課市営住宅管理班 ☎５３－３１１３
香北支所
☎５９－２３１１
物部支所
☎５８－３１１１

