14

文字の入力やワードによる文書作成など、初心者を
対象としたパソコン教室です。
６／５～７／２４の水曜日（全８回）
１９時～２１時
中央公民館
５月２３日（木）必着
香美市在住・在勤の方
※中学生以下は不可

■定
員 ２０人※１８歳未満は、保護者の送迎が必要
■受 講 料 ２，０００円（初日に会場で集めます）
■申込方法 ①直接ご来館いただき申し込み。
②郵便番号・住所・氏名・年齢を記入の
上、ハガキまたはＦＡＸで申し込み。
※ＦＡＸで申し込みの場合は、電話で送信済
みの確認をお願いします。

③香美市公式ＨＰより申し込み。
■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

集

13

募

29

香美市まちづくり委員
を募集

【応募締切】５月 日 金( )
【応募方法】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・
電子メールで提出

11

市民セミナーパソコン教室

講習予定日
時
間
場
所
申込締切
■対 象 者

24

市を訪問します。ラーゴ市
の皆さんと絆を深めましょ
う。
【日程】
月８日 金( ～) 日 木( )
【参加費】最低 万円～最
高 万８千円

今月号の広報香美は、新元号となる５月１日以降
の日も『平成』で表記しています。

応募用紙は企画財政課、香
※
北・物部支所の窓口にあります。

Kami

また、香美市公式ＨＰからもダ

５

市補助金あり、申し込み人
※
数・宿泊方法により変動します。

65

31

ウンロードできます。

ーのスマホ教室に参加したことがない方が優先。

30

【問い合わせ・申込先】
企画財政課☎ ・３１１４

■場所 中央公民館 ３階視聴覚室
■講師 ドコモショップ野市店
■参加費 無料※スマートフォンは用意します
■申込期間 ５月８日(水)～５月２８日(火)
■募集人数 １０人（先着順）※市民セミナ

52

53

【募集人員】５人
【参加資格】
市内在住・在職・在学の方
【申込締切】５月 日 金( )

３回目６月２７日 (木)１４時～１６時

介護認定を受けていない一
般高齢者の方も対象です。
【対象世帯】
前年の所得税額が 万円未
満で県税の滞納がなく、
歳以上の高齢者のみで居住
している世帯
【対象工事】
手すりの取り付け・段差解
消
【補助率】
補助基本額６万円のうち、
上限４万円を限度に補助し
ます。
【問い合わせ・申込先】
健康介護支援課社会長寿班
☎ ・９２８０

入門編②

姉妹都市締結 周年
ラーゴ訪問参加者募集

２回目６月２０日 (木)１４時～１６時

58 59

50

参加申込書は定住推進課で配
※
布しています。また、香美市公

入門編①

53
・

53

式ＨＰからもダウンロードでき

(木)１４時～１６時

【受給中の方】
受給者資格は毎年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更
新が必要ですので、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

１回目６月６日

住宅改造支援事業

体験編

高齢者向けの住宅改造に
対し、補助を行います。要

スマートフォンを持っていない方、これか
らスマートフォンを使ってみたい・興味があ
る方を対象とした、基本的な内容を３回で１
つのコースとして行う教室です。

50

ます。

『らくらくスマートフォン』
を使ってみよう

市民と行政の協働のまち
づくりについて協議し、
『輝き・やすらぎ・賑わい
をみんなで築くまちづく
り』の実現を目指す香美市
まちづくり委員を募集します。
【応募資格】市内在住また
は通勤・通学している 歳
以上の方で、香美市のまち
づくりに関心があり、会議
に参加していただける方
【募集人員】 人程度
【任期】２年以内
【開催回数】１～２カ月に
１回程度
増
※減あり
【報酬】日額５１００円

スマホ教室

18

【問い合わせ先】
定住推進課☎ ・１０６１

31

15

香美市ラーゴ市姉妹都市
締結 周年の記念事業とし
て、５泊７日の日程で、ア
メリカのフロリダ州ラーゴ

22

会議等の時間が４時間以下の
※
ときは、日額３０００円

し

※途中乗車可。※５月１５日(水)１７時まで。

53
・

医療費のうち、保険診療の
自己負担分を申請があった
月の翌月から助成します。
【対象】
所得税が非課税の世帯（平
成 年度税制改正の扶養控
除等廃止前の計算による旧
税額で判定）
【申請方法】
次のものを持参し、申請し
てください。
①子どもとひとり親（養育
者）の健康保険証
②認印
③所得・課税証明（住民票
が平成 年１月１日現在
香美市にない場合）

■出演 ビューティ＆コキーズ
■場所 中央公民館 １階大ホール
■曲目 さくらさくら・夏は来ぬ・赤とんぼ
神田川・学生街の喫茶店 ほか
■送迎バス定員 ２０人（先着順・要申込）
奥物部ふれあいプラザ発⇔市役所西庁舎着

18

催

（開場１３時３０分）

30

【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。
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

５月２６日 (日) １４時～１５時３０分

６

12

補助・助成

平均年齢８０歳のメンバー６人が、懐かし
い童謡、唱歌、さらに国内外の愛唱歌や昭和
の流行歌などを歌います。その他、ピアノ演
奏やアトラクションコーナーもあります。
ぜひ皆さんでお越しください。

30

土佐山田町区域一斉清掃

ビューティ＆コキーズ
第１３回
定期演奏会

土佐山田町内で一斉清掃
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２日（日）
８時 分～ 時 分

入場無料

ひとり親家庭医療費助成

香美市市民セミナー
オープニングコンサート

小雨決行（雨天中止。中止の
※
決定は当日７時に行います）

※５月２４日（金）は休館日

歳までの子どもがいる
ひとり親家庭や、両親のい
ない子どもとその養育者の

平日：９時００分～１７時００分

【持込場所】
市立一般廃棄物処理場（鏡
野中学校北）

問い合わせ・バス申込先
中央公民館 ☎５３－２２１４

第１回定時

市営住宅入居者募集
【公営住宅 ※２人世帯まで】
黒土２号団地Ａ棟（土佐山田）
１戸（１ＬDK）２階部
黒土２号団地Ｃ棟（土佐山田）
１戸（２DK）２階部
【公営住宅 ※２人世帯以上】
片地２号団地（土佐山田）１戸（３ＤＫ）
【香美市住宅 ※２人世帯以上】
コーポ太郎丸（香北）
１戸（３ＤＫ）２階部
【ふるさと住宅 ※入居者数要件なし】
韮生野東団地（香北）１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があります。

【受付期間】
５月１３日（月）～ １７日（金）
※申込書は５月７日（火）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
で入居者を決定します。

【家賃】
・公営住宅…入居者数・所得等で決定
・香美市住宅…定額
・ふるさと住宅…定額
※定時募集で入居者が決まらなかった
住宅は、受付順で随時募集を行います。

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

