独身の方

対象

第

募

集

回土佐山田まつり

会議等の時間が４時間以下の
※
ときは日額３千円

【開催回数】１カ月に１回
程度
状
※況により増減あり
【報酬】日額５１００円

催し・相談

いじめや児童虐待など、
子どもの人権問題の相談電
話・子どもの人権 番の強
化週間を実施します。
期間中は相談時間を延長
し、土・日も電話相談を受
け付けます。相談は無料、
秘密厳守です。学校や家庭
での問題、悩み事など、安
心してご相談ください。

いじめや児童虐待
電話相談で打ち明けて

【申込締切】６月 日（金 )
【申込方法】応募用紙、ま
たは応募用紙の内容を記入
した書面を、郵送・持参・
Ｅメールで提出
応募用紙は本庁舎総合案内、
※
香北支所、物部支所、公民館、
図書館、美術館の窓口。または、
香美市ＨＰからダウンロード。

【問い合わせ・申込先】
教育振興課☎ ・１０８１

【日時】６月 日（月）～
７月２日（日）
月～金＝８時 分～ 時
土～日＝ 時～ 時
時

26

19

通常は、平日の８時 分～
※
分に受け付けています。

30

30
17

http://www.jinken.go.jp/
【問い合わせ・申込先】
高知地方法務局人権擁護課
☎０８８・８２２・３５０３

【インターネット相談】
インターネットでも相談を
受け付けています。

Ｉ
※Ｐ電話からは利用できません。

【電話番号】
☎０１２０・００７・１１０

15

山田高校寄宿舎・清笑寮
調理員の募集
【業務内容】寄宿舎生の食
事の調理および食材購入
【勤務時間】５時～８時
分・ 時～ 時 分（両時
間とも勤務できること）
週
※１日～３日程度勤務

【時給】 円
【資格】年齢不問・普通自
動車免許または原動機付自
転車免許を有する方
【問い合わせ先】県立山田
高等学校 ☎
３１５１

教育振興基本計画
検討委員の募集

赤十字治療奉仕団主催
無料マッサージ
どなたでも無料でマッサ
ージを受けられます。
【日時】６月 日（火）
時～ 時
【場所】中央公民館
【問い合わせ先】
福祉事務所☎ ・３１１７

広域的視点でまちづくり
を進めるための方針を示し
た高知広域都市計画区域マ
スタープランを改訂します。
公聴会に出席して意見を
述べたい方は、公述申込書
に記載の上、県知事あてに
７月 日（火）までに提出
してください。郵送は当日
必着。なお、公聴会で公述
を希望する方がいない場合、
公聴会は開催しません。
◆都市計画原案の縦覧
【期間】６月 日（火）～
７月 日（火）
８時 分～ 時 土
※日祝除く
【場所】建設課
◆説明会
【日時】６月 日（金）
時～
【場所】
香美市役所３階会議室
◆公聴会
【日時】７月 日（水）
時～
【場所】
香美市役所３階会議室
【問い合わせ先】
高知県都市計画課
☎０８８・８２３・９８４６

都市計画区域マスタープ
ランの説明会・公聴会

高知大学教育学部 教授

110

17

☎５３－１０８２

【開催日】８月５日（土）
【場所】市民グラウンド
◆踊り子チーム募集
【資格】衣装・振付・演奏
等は市民が親しめるもの
香美市教育振興基本計画
の見直しと後期計画策定の
ため検討委員を募集します。
本計画は、市の教育振興施
策を計画的に進めるための
大切な計画です。
【応募資格】香美市内に住
所を有する 歳以上の方で、
香美市の教育に関心があり、
会議に参加できる方
【募集人員】２人以内
【任期等】８月から香美市
教育振興基本計画（後期）
策定の日まで

14

15

タオル・ごみ袋・軍手・
【申込方法】便せんに、ご
物部川を一斉清掃
火バサミは会場に用意して
夫婦の①氏名（ふりがな）
あります。
②生年月日③年齢④職業⑤
７月の河川愛護月間に合
郵便番号⑥住所（ふりが
わせ、清掃活動を実施します。 【問い合わせ先】
高知河川国道事務所
な）⑦電話番号（携帯電話
【日時】７月 日（日）
☎ ８８ ８３３ ６９０４
含む）⑧結婚記念日⑨氏名
時～（１時間程度）
少雨決行。雨天中止の場合、
等の新聞掲載の可否を明記
※
７月 日（日）に延期。
し、〒
８６６６（住所
第 回繁藤災害慰霊祭
記載不要）（株）高知新聞
【場所】次のいずれかの会
企業事業企画部『金婚式』
場にお集まりください。
７月５日に繁藤山くずれ
係にお申し込みください。
①物部川緑地公園（小田島側
殉職・殉難者追悼慰霊祭を
)
【申込期限】６月 日（月
②町田堰付近
行います。
)
【注意事項】駐車場に限り
（株）高知新聞企業必着
この日、災害発生時刻の
がありますので、車でのご
【問い合わせ先】
午前 時 分にサイレンを
来場はご遠慮ください。
福祉事務所☎
３１１７
鳴らし（土佐山田町内）、
１分間の黙とうをささげま
す。犠牲者 名のご冥福を
祈りましょう。
【日時】７月５日（水） 時
【場所】繁藤哀悼の広場
【問い合わせ先】
防災対策課☎ ・８００８
・

Kami １０
Kami
１１

61

800

10

事前にお申し込みください。

17

・

55

問い合わせ先
生涯学習振興課
20

23

19

10

※送迎バス・託児保育を希望される方は、

４

◆活動発表
大栃小・大栃中、香長小
佐岡地区地域振興推進協議会

46

奥物部ふれあいプラザと香美市役所
から、会場までの送迎バスを運行。
30 ４

内容

０

１３時～１５時１５分

７月８日 土
日時

23

【問い合わせ・申込先】定住推進課 ☎５３－１０６１
もしくは香美市ＨＰ問い合わせフォームから！

30

女性であることの意味や意義、男女の心理の違
いなどを学び、人生をさらに楽しくする講座。
【講師】未来はぐくみ塾代表 永島尚世さん
【日程】※原則、全講座参加してください。
①７月９日（日） １４時～１５時３０分
②７月３０日（日） １４時～１５時３０分
③８月２７日（日） １６時～１８時
④９月１０日（日） １６時～１７時３０分

送迎
19

15

７

19

18

53

「まなび・交流・心豊かな人とまち」をメイン
テーマに、地域で活動する団体や学校の活動発
表と講演を行います。※託児保育あり（要予約）
２

第１２回生涯学習推進大会
２回生涯学習推進大会
16

◆講演
『生活リズム改善で３つのお得
ー 幼児から大人まで ー』
講師 原田哲夫さん
52

20

53

14

30

19

【申込締切】６月 日 金( )
◆ボランティアスタッフ
当日のお手伝いをしてく
ださる方を募集しています。
◆花火募金箱の設置
花火募金箱を市内各地に
設置しています。花火募金
は、打ち上げ花火の資金に
させていただきます。ご協
力をお願いします。
【問い合わせ・申込先】
土佐山田まつり実行委員会
事務局（産業振興課内）
☎
１０８４

31 42

52
・

愛し愛される“ほっこり女子”養成講座

・

体験型の講座で、コミュニケーションに必要な
ポイントを簡単に身に付けることができます。
【講師】ＣＥＮ（株）代表 甲木良作さん
【日程】※全講座参加が基本ですが、単体の参加も可。
①７月９日（日） １０時～１１時３０分
②８月１日（火） １９時～２０時３０分
③８月２７日（日） １６時～１８時
④９月１１日（月） １９時～２０時３０分
女性限定！

53
・

定員１０人

16

第 回金婚夫婦祝福式典

定員２０人

中央公民館
15

12

コミュニケーション能力向上講座

場所
10

・

香美市在住・在勤で、２０～４０代の独身の方対象の講
座。詳細はお問い合わせください。 申込締切６月２９日（木）

780
－

49

53
・

60

高知新聞社主催の金婚夫
婦祝福式典が開催されます。
【対象者】昭和 年１月１
日から同年 月 日までに
婚姻届を出した県内在住の
ご夫婦（それ以前の届け出
でも、初めての方は可）
事情により婚姻届け出が
遅れた方は電話で相談して
く だ さ い （ ☎０ ８ ８ ８ ２
５ ４３２８）。
【日時】９月１日（金） 時
【場所】グレース浜すし

スキルアップ講座
スキルアップ講座

