募

集

英会話教室

前山墓地公園の
利用者募集

ただし、市長において相当な
※
事由があると認めたときは、こ

成

多子世帯の子育てについ
て、経済的な負担を軽減す
ることを目的に、香美市多
子世帯保育料軽減事業を実
施しています。
これは、保育園・幼稚
園・認可外保育施設・認定
こども園などへ通園する児
童の保護者に対し、保育料
を軽減することで支援を行
うものです。
【対象】
満 歳未満の子どもを３人
以上扶養している世帯の、
第３子以降で３歳未満（申
請する年度の４月１日時
点）の児童
【軽減額】
保育園は無料。認可外施設
は月額５万円が上限。幼稚
園は就園奨励費補助金を控
除した額で月額２万５千円
が上限。

多子世帯の保育料を軽減

助

※時間指定で予約した上でお越しください。

申請書は教育振興課幼保支援
※
班で配布しています。

催し・相談
高知職業能力開発短期
大学校を体験してみよう
高知職業能力開発短期大
学校は、国立の工業系短期
大学です。学校の雰囲気を
感じていただくため、高校
３年生を対象にオープンキ
ャンパスを実施します。高
校１・２年生や保護者の方
も大歓迎です。
詳しい内容は、ホームペ
ージをご覧ください。
http://www3.jeed.or.jp/
kochi/college/
【日時】９月 日（日）
時～ 時 分
【場所】高知職業能力開発
短期大学校（香南市野市町
西野１５９５ １-）
【内容】
◆学校・学科紹介
◆キャンパスツアー
◆模擬授業（ものづくり体
験） 要
※予約
◆入試案内
◆ランチ体験 無
※料・要予約
【問い合わせ・申込先】
高知職業能力開発短期大学校
☎ ・４１００
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の限りではありません。

・国税および地方税に滞納
のない方
【募集区画番号・利用料】
◆区画 （５．６１０㎡）
利用料 万３０００円
◆区画 （５．７６０㎡）
利用料 万４６００円
◆区画 （６．１７７㎡）
利用料 万２３００円
【管理料】
１区画 万円
【受付期間】
９月 日（金）～ 月 日
（金）

典
1.ヘアメイクのワンポイントアドバイス
2.プロフィール写真撮影（2ポーズ）
3.自己PRの書き方アドバイス
特
15

■日 時
９月２４日（日）１０時～１７時

募集！
【問い合わせ・申込先】
教育振興課幼保支援班
☎ ・１０８８
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【日時・場所】
市営墓地の利用者を募集
◆基幹集落センター（香北
)
します。
月 日・ 日・ 日・
【募集する墓地】
月 日の水曜日
前山墓地公園 ３区画
◆物部支所２階
（土佐山田町）
月８日・ 日・ 日・
【応募資格】
日の水曜日
全８回で１コースとなります。 ・ 香 美 市 に 住 所 を 有 し 、 埋
※
葬または埋蔵の必要が生
じた方
【時間】 時 分～ 時
【申込締切】 月 日（水 )
【対象】 歳以上で香美市
在住の方
【申込方法】窓口で直接お
申し込みいただくか、郵便
番号・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入の上、ハガ
キまたはＦＡＸで。

応募多数の場合は抽選。抽選
※
結果の発表は、受講票の発送を
もってかえさせていただきます。

【テキスト代】２千円
初
※日に会場で集めます。

【内容】英会話の初心者を
対象に、あいさつ・自己紹
介から日常会話まで。
【定員】 人
初
※参加の方を優先します。

書類審査を行い、希望者多数
※
の場合は抽選により決定します。

【問い合わせ・申込先】
管財課 ☎ ・３１１３

『高知で恋しよ!!マッチング』は、１対１の出会
いをサポートする会員制のお引き合わせシステム
です。
自身のプロフィールに掲載する写真や自己PR
のアドバイスを受けることができる特別な登録会
を開催します。この機会をぜひご活用ください。
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余っている食料品は
ありませんか
生活相談センター香美で
は、ご家庭などで余ってい
る食料品などの寄付を受け、
当センターでの支援や、福
祉施設などへの提供を行っ
ています。
皆さんのご家庭でも、食
べきれず眠っている食品は
ありませんか？ぜひご協力
をお願いします。
【対象食品】米・麺類・缶
詰・インスタント・ふりか
けなど保存の効くもの
賞味期限が１カ月以上ある未
※
開封のもので、破損等で中身が

６

25

※先着順で男女各２０人を募集し抽選

出ていないものに限ります。

10

22

21

８

Kami
Kami
９

63

70
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■場 所
サザンシティホテル（南国市明見９３３）
■対 象
香美市・香南市・南国市に在住またはお勤めの
２０歳以上の独身の方
■定 員
先着１３人
■費 用
入会登録料１万円 当日参加費１，０００円
■問い合わせ・申込先
こうち出会いサポートセンター
☎０８８－８２１－８０８１
kochi-matching@wing.ocn.ne.jp
56

27

15

９ 30

高知で恋しよ!!マッチング
高知で恋しよ!!
マッチング
出張登録会スペシャルバージョン

■参加費
■申 込
【問い合わせ・申込先】
中央公民館
☎ ・２２１４
・３９０４

53

18

53

49

50

54

20

10

83
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19
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※香美市在住の方優先

【問い合わせ先】社会福祉
協議会 ☎ ・２８７７
53

29 11

男女各１０人
員
■定

サイクリング、カフェでのフリータイム
美良布発着の物部川北岸コース
２０代～３０代前半の独身男女
物部川河畔を自転車で巡る「サイクリング＋カ
フェ」のごきげんなツアープログラム。素敵な出
会いを見つけませんか。
参加には高知県が運営する恋と出会いの応援サ
イト・高知で恋しよ!!応援サイトへのユーザー登
録が必要です。
検索
高知で恋しよ！！

男女ともに３，０００円
高知で恋しよ!!応援サイトに登録の上
申し込み
■締 切 ９月２４日（日）
■問い合わせ先 定住推進課 ☎５３－１０６１
53 53

※雨天の場合は１１月５日（日）に延期

恋は香美だの
恋は香美だのみ
ＣＨＡＲＩ
ＣＨＡＲ
Ｉ 恋 ２０１
２０１７

■内 容
■コース
■対 象

１０月２９日（日）９時３０分～１６時
時
■日

募集！

