コツ
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雨
※天時は体育館用シューズ

【参加費】無料
【定員】 人
親
※子での参加も可能です。

私らしい選択をしよう
遺言・相続・成年後見制度
大人の出会い

べふ峡

秘境の温泉宿でのジビエ
男女共同参画推進啓発事
料理とそば打ち体験を通し
業として、遺言・相続・成
て、素敵な出会いを見つけ
年後見制度の知識を学ぶ講
てみませんか。
座を開催します。
参加には、高知県が運営
【日時】 月 日（金）
する恋と出会いの応援サイ
時 分～ 時 分
ト・高知で恋しよ へのユ
【場所】
ーザー登録が必要です。
奥物部ふれあいプラザ
【日時】３月 日（日）
【講師】德弘至孝さん（元
時～ 時
高知地方法務局長・元公証人
【場所】物部町別府
)
【問い合わせ先】
【対象】 代～ 代の独身
ふれあい交流センター
の方（香美市在住者優先）
☎ ・２６３１
【締切】２月 日（月・休
)

【場所】
保健福祉センター香北
【内容】
講演① 乳がんについて、
もっと知ろう！
講師＝甫喜本憲弘さん（高
知赤十字病院第二外科副部長 )
講演② 命を救う！災害医
療の現場から
講師＝西山謹吾さん（高知
赤十字病院副院長、救命救
急センター長・救急部長）
【問い合わせ・申込先】
健康介護支援課健康づくり班
☎ ・９２８２

英会話教室

Kami １０
４月から、ペットボトルのごみの出し方が次のように変わります。ご注意ください。
ペットボトル本体→ペットボトル
キャップとラベル→プラスチック製容器包装

こどもスポーツ教室
初心者でも楽しめるサッ
カー教室を開催します。
【日時】１月 日（土）
時～ 時
【場所】土佐山田スタジアム
雨
※天の場合は宝町体育館

【その他】
①雨天時は当日正午までに
連絡します。
②当日は写真撮影があり、
高知ユナイテッドＳＣの
ホームページなどで使用
します。
【送迎バス】
申し込み時に送迎の利用を
お知らせください。
【問い合わせ・申込先】
中央公民館☎ ・２２１４
【定員】男女各 人
先
※着
人を募集して抽選

!!

【参加費】
男女とも２５００円
【申込方法】高知で恋しよ
応援サイトから申し込み
【問い合わせ先】定住推進
課定住班 ☎ ・１０６１

順に男女各
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高知赤十字病院
医療公開セミナー

52

初心者を対象に、あいさ
つや自己紹介などの日常会
話を学習する教室です。
まずはお電話でお問い合
わせください。
【日時】１月 日～３月 日
の毎週水曜 ３
※月 日のみ火曜
時～ 時
【場所】中央公民館
【対象】 歳以上で香美市
在住の方
【受講料】２千円
【申込締切】１月 日（水 )
【問い合わせ先】
中央公民館☎ ・２２１４
20

10

医療活動の第一線で活躍
している医師による医療公
開セミナーを開催します。
【日時】１月 日（火）
時 分～ 時 分

20

24

【講師】高知ユナイテッド
ＳＣのスクールコーチ
【対象】
小学校１年生～６年生
【準備する物】運動のでき
る服装・運動靴・タオル・
飲み物（水筒）・持ってい
ればサッカーボール

そ の 他
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53
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【申請方法】まずは健康介
護支援課でご相談ください。
【問い合わせ・申込先】
健康介護支援課
☎ ・９２８０

寄付のお礼

21

１

27

介護が必要な方に
生活管理指導員を派遣

②一時的な心身の障害や傷
病で日常生活を営むこと
が難しい方で、介護を必
要としている場合
【派遣期間】
①基本的な生活習慣が身につ
くか社会適応ができるまで
②継続して６カ月以内
【サービス内容】
①生活するうえで必要な家
事などの支援や、人との
関係をうまく作れるよう
助言を行う支援など
②身体介護や家事など
【負担額】ヘルパー派遣に
必要な金額の１割
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香 長 ロ ー タ リ ー ク ラ ブか
ら市内の公立保育園に対し、
冊を超える絵本の寄贈を
いただくとともに、片地保
育園での清掃活動にご協力
いただきました。心からお
礼申し上げます。
【問い合わせ先】教育振興
課幼保支援班☎ ・１０８８
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生
※活保護世帯の方は無料

☎５３－１０６３
■問い合わせ先
環境上下水道課環境班
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30

53
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※広報掲載を承諾された方のみ掲載

30

今後はもっと、品物だけでなく体験やおもて
なしによる感動を、返礼品や寄附金の使用目
的に盛り込んでいければと考えています。
また、香美市は福井県のあわら市、北海道
の積丹町、アメリカのラーゴ市と姉妹都市交
９月からふるさと納税と姉妹都市交流を担
流をしています。今後さらに、市民間の交流
当している地域づくり支援員の山本秀弥です。 の機会を増やせるように、頑張っていきたい
香美市に移住してきてまだ数カ月ですが、
と思っています。よろしくお願いします。
土佐山田町は私の父の故郷。小さい頃から父
の帰郷に合わせて家族全員で訪れていたため、
知らない土地という感覚もなく、すぐに生活
になじめたように感じています。
ふるさと納税は、去年より寄附金額が増え、
順調に伸びています。ＰＲの側面もあるふる
さと納税で、どうすれば香美市の魅力を日本
中の人々に知ってもらうことができるか奮闘
の毎日です。返礼品の魅力アップを図りつつ、 ▲ふるさと納税返礼品の交渉中（右が山本支援員）

地域づくり支援員の
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削減率
６８．９％
３１．８％
２９．５％
２７．２％
１７．７％
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■場 所 中央公民館 ２階会議室
■申込期間
１月９日（火）～１月２５日（木）
■募集人数 ２０人（先着順）
■講 師 岡部加代子さん
■材料費 １，０００円
■持ってくる物
マグカップ等（直径１０㌢・高さ１０㌢程度)
花切りハサミ・作品を持ち帰る紙袋等
筆記用具
順位
氏 名
検針月
１位 光明和夫さん ６月
２位
匿 名 希 望 ７月
３位 野中篤子さん ６月
４位 久保純一さん ９月
５位 一圓幹生さん ９月

「フラワーアレンジメント教室」

50

結果発表

～マグカップに飾る春の花～
65

火 １４時～１５時３０分

２月６日

16

平日：９時００分～１７時００分

平成２９年６月号で募集したコツ（ＣＯ2）
・コツ
（ＣＯ2）電気削減コンテストの結果を発表します。
コンテストは、香美市地球温暖化対策地域協
議会の主催で、個人や家庭で楽しみながらでき
る温暖化防止対策（電気削減）を市民に広く普及
啓発することを目的として毎年行われています。
内容は、６月から９月の内、前年同月より最
も電気使用量が削減された月の検針票で削減率
を競うもので、１０人の方の応募がありました。

200

身近にあるマグカップなどの容器を使って、
フラワーアレンジメントの基本を学ぶ教室で
す。お気軽にご参加ください。

14

問い合わせ先
中央公民館 ☎５３－２２１４

コンテスト

香美市に在住・在宅の
歳以上の方で、介護保険の
対象とならず、次の条件に
当てはまる方に、生活管理
指導員を派遣する事業があ
ります。
①基本的な生活習慣が身に
ついていない、または対
人関係がうまくいかず社
会適応が難しい方で、介
護を必要としている場合

CO ２ CO 2 電気削減

