香美市合併１０周年記念事業

募

集

第 回香美市民賞
推薦のお願い
市民賞・名誉市民賞を受
賞するにふさわしい方の推
薦をお願いします。
同賞は本市に関係のある
方で、産業・教育・文化・
政治・社会・労働・その他
公共の福祉の分野で活躍、
貢献のあった方や団体を表
彰するものです。過去に受
賞された方を除きます。
詳細はお問い合わせくだ
さい。
【申込方法】総務課・各支
所に備える推薦用紙に記入
の上、提出してください。
【申込期限】８月 日（水）
【問い合わせ・申込先】
総務課☎
３１１２
・

年度の活動は未定

香美・香南地区短詩型
文学振興大会作品募集
第 回香美・香南地区短
詩型文学振興大会の作品を
次のとおり募集します。
【募集作品】
短歌（２首以内）
俳句（３句以内）
大会当日まで未発表の作
※
品であること。互選を行い
ますので、大会当日はでき
るだけご参加ください。
【対象】香美市・香南市内
に在住・在勤・出身者の方。
香美市・香南市の文化協会
会員。
【申込方法】ハガキまたは
ハガキ大の用紙に作品を必
ず楷書書き（新旧かな遣い
を表示のこと）で、各部門
別と作者の氏名・住所・電
話番号を明記して、お申し
込みください。
【締切日】７月 日（月）
【日時】 月 日（土） 時
【場所】のいちふれあいセ
ンター（野市町西野 １-）
【問い合わせ・申込先】
〒
８ ５ ０ １（ 住 所 記 載
不要）
生涯学習振興課文化班
☎
１０８２

９月２３～２７日のうち１日
９月５日～９月８日

９月２４・２５日

白寿荘 臨時職員募集

募集

【職種】介護職員（若干名）
【勤務場所】特別養護老人
ホーム白寿荘（香北町永野）
【勤務内容】
◆４週８休制（ローテーシ
ョン勤務）
◆１日７時間 分勤務
【賃金等】
◆日給７１９２円 昇
※給あり
◆通勤手当・夜勤手当
◆賞与あり（年２回）
【問い合わせ先】
白寿荘 ☎ ・２２８７

警察官
【試験案内配布】
７月 日（火）から、南国
警察署香美庁舎等で配布。
【受付期間】８月
日
（金）～９月２日（金）
【１次試験】 月 日（日）
【受験資格】昭和 年４月
２日から平成 年４月１日
までに生まれた方（ただし
４年生の大学等を卒業また
は平成 年３月までに卒業
見込みの方は受験不可）
【問い合わせ先】高知県警
察本部警務課人事係
☎０１２０・０３２・３７６
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チャレンジショップ
出店者募集中！

534

ふるさと納税謝礼品
納入業者募集

－

Ｂ＆Ｇ子どもクラブ
Ｂ＆Ｇ子どもクラブでは、
市内小学生を対象に、香美
市の自然や文化に触れ合う
活動を行っています。
【対象】市内小学生（３年
生以下は保護者同伴）
【定員】 人（随時受付・
定員に達し次第締め切り）
【平成 年度の活動内容】
プール体験・親子釣り大
会・スポーツチャンバラほか
平
※成
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昨年９月にオープンした
チャレンジショップふらっ
と中町では、新しく出店し
たい方を募集しています。
チャレンジショップとは、
商店等を開業しようとする
人 に 対 し て 、 ブー ス を 安 価
に提供し、運営ノウハウな
どの支援を行うものです。
【契約期間】
６カ月間～（最長１年間）
【費用負担】１カ月５千円
程度（組合費等含む）
【店舗面積】１店舗約５坪

７月１日～９月８日

助

【その他】
◆インターネット環境完備
◆商工会がサポート
◆物販やコミュニティスペ
ースを併設
【問い合わせ先】チャレン
ジショップ事務局
☎ ・９３２５

補

空き店舗などを活用し
た開業等を支援します
空き店舗等を活用した開
業を支援します。
【対象】市内で空き店舗等
を活用し新たに開業する方
【支援内容】店舗等の内装
経費、什器備品の購入費用、
店舗等の家賃の１／２以内
（合計 万円以内）。審査
を経て助成の可否を決定し
ます。補助対象は交付決定
日以降に発生した経費です。

日（火）

詳細は香美市商工会ホームペ
※
ージの募集要項をご覧ください。

【締切日】
平成 年１月

９ 月 ５ 日 ～ ９ 月 ８ 日 １次 ９月２４日
高卒
（見込み）
２１歳未満の方
一般前期
９月５日～９月３０日 １次 １１月５・６日
（自衛官は２３歳未満）
一般後期
平成２９年１月２１～２７日 １次 平成２９年２月１８日
１次

１０月２９日・３０日
（見込み）
２１歳未満の方
防衛医科大学校看護学生 高卒

９月５日～９月３０日

１次

１０月１５日

営農戦略に基づき、農業
者等が生産コストの ％削
減、販売額の ％向上を目
指し、高収益の作物や栽培
体系への転換を図る取り組
みを総合的に支援します。
【支援の内容・補助率】
◆整備事業
低コスト耐候性ハウスなど
補助率＝１／２以内
◆生産支援事業
農業専用機械のリース導
入、生産資材の導入など
補助率＝１／２以内
【対象】
◆産地パワーアップ計画に
中心的な経営体として位
置づけられた農業者や農
業者団体等

意欲ある農業者を支援
産地パワーアップ事業

９月５日～９月３０日

◆５戸以上または１㌶以上
【締切日】７月 日（金）
【問い合わせ先】
香美市地域農業再生協議会
（産業振興課農政班内）
☎ ・１０６２

共同利用組織等のことです。

農業者団体とは、ＪＡ・農地
※
所有適格法人・集落営農や機会
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782

香美市では、ふるさと納
税をしていただいた方に対
し、香美市の特産品をプレ
ゼントしています。謝礼品
のさらなる充実のため、こ
の事業に賛同し、謝礼品を
提供していただける事業者
を随時募集しています。全
国に向けて香美市の特産品
のＰＲをしてみませんか。
【対象】香美市内の事業者
【受付期間】随時受付
【問い合わせ・申込先】
定住推進課☎ ・１０６１

受付時にお知らせします
推薦

日
験
試
間
期

予
※算がなくなり次第受付終了

防衛医科大学校医学科学生 高卒
（見込み）
２１歳未満の方
10

ＪＡの生産部会所属の方は各
※
部会にお問い合わせください。

29

19

付

【問い合わせ・申請先】
香美市商工会☎
４１１１

Kami

【問い合わせ先】自衛隊高知地方協力本部 安芸地域事務所 ☎０８８７－３５－２７４９
安芸市本町３丁目１１－５（スマイルあき前 ２Ｆ）
ＵＲＬ http://www.mod.go.jp/pco/kochi/
携帯サイト http://www.mod.go.jp/pco/kochi/itop.htm
１１

年間を通じて受付
男子
自衛官候補生

総合選抜

防衛大学校

９月１６か１７日

高卒
（見込み）
２１歳未満の方

１次
女子

７月１日～９月８日
１８歳以上２７歳未満の方

９月２２日
一 般 曹 候 補 生

１次
高卒
（見込み）
２１歳未満の方
生
学
空
航

平成２８年度自衛官募集
52

受
格
資
目
種
集
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７月１日～９月８日
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■問い合わせ・応募先 ※応募は持ち込みのみ受付
香美市合併１０周年記念事業実行委員会
（企画財政課内）☎５３－３１１４

募
31

53
・

29

■応募規定
①応募者の住所・氏名・コメント（いつ頃の写
真か、場所や思い出など３０字以内）を添付
してください。応募枚数は１人５枚まで。
②写真サイズは、A4サイズまで。
③写真はカラーコピーした後、お返しします。

この国をまもる仕事
50

13

９月１６日（金）必着
■締切

29

３

53

31

Ｃ

やなせたかし
さんれい さんちゃん

９

■テーマ
いまでは様変わりした香美市内の懐かしい風
景や地域・家庭での行事、忘れてはいけない自
然災害などの写真を募集し展示します。

53

20

10

※応募者全員に参加賞、採用者には記念品を進呈します。

10

52
・

なつかしい写真大募集

53
・

市内の懐かしい風景や行事など、昔なつかし
写真を募集します。応募された写真は、１０月
３０日（日）開催の香美市合併１０周年記念事
業イベント会場で展示します。

27

28

【問い合わせ・申込先】
教育委員会香北分室
☎
９２８７

昔なつかし写真展

