
４億7,483万820円

２億5,203万7,697円

１億627万5,928円

5,569万2,516円

3,756万4,891円

5,250万4,362円

3万2,959件

令和２年度の寄附総額

令和２年度の応援基金活用総額
※ふるさと応援寄附金は全額ふるさと応援基金に
積み立て、基金から市政に活用します

住居確保給付金事業
園芸用ハウス整備事業費補助金
農業後継者推進事業費補助金
実践研修ハウス整備事業
漁業就業総合支援事業費補助金
漁港・海岸ごみ除去委託料
サイクルラック購入事業
シーカヤック購入事業　など

特別支援保育・教育推進事業
病児保育事業（体調不良時対応型）
定期・任意予防接種委託料
健康パスポートポイント事業
ウォーキング推進事業
一般・特定不妊治療助成事業費補助金
保育サービス等推進総合補助金　など

みんなで備える防災総合補助金

トイレ手洗い場・洗面所設備改修事業

ごめん・なはり線駅トイレ設備改修事業

新型コロナウイルス感染症対策事業

水道蛇口取り替え工事

農業用施設災害復旧事業　など

寄附件数

「ふるさと応援寄附金」

自然環境の保全、景観の
維持及び再生に関する事業

１億627万5,928円
自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景景観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの
維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維維持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持持及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生ににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業
自然環境の保全、景観の
維持及び再生に関する事業

災害に強いまちづくり及び
活力のある地域活動の推進
に関する事業

3,756万4,891円
災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害にににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび
活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進
ににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業

災害に強いまちづくり及び
活力のある地域活動の推進
に関する事業

社会を生き抜く力を育む教
育並びに健康及び地域福祉
の推進に関する事業

5,250万4,362円

ににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業に関する事業
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育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉
ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進ににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業

社会を生き抜く力を育む教
育並びに健康及び地域福祉
の推進に関する事業

市長が必要と認めた事業

5,569万2,516円

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長ががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががが必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要ととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととと認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業市長が必要と認めた事業

※ふるさと応援寄附金は全額ふるさと応援基金に
積み立て、基金から市政に活用します

みんなで備える防災総合補助金

トイレ手洗い場・洗面所設備改修事業

ごめん・なはり線駅トイレ設備改修事業

新型コロナウイルス感染症対策事業

水道蛇口取り替え工事

円円

寄附金はこのよう

に活用しました！

寄附金はこのよう

に活用しました！

寄附金はこのよう

に活用しました！

鉄道軌道輸送対策事業費負担金
結婚新生活支援事業
恋いめぐりあい応援事業
市営バス購入事業
ファミリーサポートセンター事業
メス猫不妊手術推進補助金
がけくずれ住家対策事業
GIGAスクール端末購入事業
旧赤岡町の土佐芝居絵屏風保存修理

など

42%42%42%

22%22%22% 21%21%21%

15%15%15%

億億

令和２年度の

動物
たちへ氷の
プレゼント　　　７月２２日

　　　１３：３０～
※雨天の場合は７月２３日（金）

木

動物たちに飼育係特製

のエサ入り氷をプレ

ゼント！

★１１：００～１２：００　どうぶつ
　科学館で受け付け・計測

国産カブトムシの大きさを競い

ます。オスは全長、メスは重

量。オスメス各１匹ずつ

エントリー可。

ペ
ー
ジ
を
見
て
ね
！

詳
細
は
ホ
ー
ム

７月２２日　　　～８月３１日
　　　　　　　　　　９：３０～１６：４５

木 火

のいち動物公園に新しく仲間入り　

した「ヤブイヌ」について

パネルなどで楽しく

解説します。

夏休み
企画展　「ようこそヤブイヌ展　

　～カツマルがやってきた～」

９：３０～２１：００まで延長開園
　　※入園は２０：００まで

　比較的涼しい夜間に、動物た

ちの活発な行動や、夜間の

生態を観察すること

ができます。

８月１４日　　　・９月１１日　　　
９月１８日　　　・１０月２日

土

土

土

土

８月１３日　　９：００～１２：００

みんなでいかだを作って浮かべ、

　　　大海原を目指してみよう♪

■ 申込期間…７／３１（土）～８／６（金）

金

自由研究に挑戦！！
植物標本づくり

■対象／                      小学１～６年生（保護者参加OK）

■定員／先着                      １０人　　　　　　　　■参加費／                      １００円

■講師／土佐植物研究会　高橋眞起さん

■持ってくるもの／古新聞、ダンボール、ゴミ袋、

　　せんていハサミ、野外活動ができる服装など

■申込み締切り／７月１２日（月）

■問い合わせ／香我美市民館　☎55ー2143

場所

日程７／３０（金）9:00～12:00

香我美市民館　1階　大ホール
※小雨決行。雨天等で植物採取ができない場合は中止

夏のイベント大特集！！

夏のイベント大特集！！

11112021

　　　　　８月１日　
１１：００～００～１４１４：００
　　　８月１日　
１１：００～１４：００

日

よろしく
ね！

Ⓒ吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

　　　　　　
「鬼滅の刃」無限列車編

■チケット／
　●　一般…当日／１,５００円（前売り　１,３００円）
　●　高校生以下・シニア（６０歳以上）…

　　　　　　　　当日／１,２００円（前売り　１,０００円）
※前売りで完売した場合、当日券の販売はありません
■前売券発売所／ポスター・チラシ等でお知らせします。

■問い合わせ／のいちふれあいセンター　☎56ー1056

場所

日程８／２９（日）
①10:00～　②14:00～
のいちふれあいセンター

※いずれのイベントも、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止または内容が変更となる場合があります

四国自然史科学研

究センターから講師を迎え

てオリジナル授業を行います。

★１３：００～どうぶつ科学館で受け付け

◆対象／小学生　◆定員／先着１５人

　　▼８月８日（日）１４：００～１５：００　
　　「テレメトリー調査ってなぁに？」

▼８月１５日（日）１４：００～１５：００
「自動撮影カメラで映った動物たち」

　　▼８月２２日（日）１４：００～１５：００　
　　「フィールドサインを探そう！」

　　高知県立のいち動物公園 ☎５６ー３５０９

http://www.noichizoo.or.jp/HP

料 入園料のみ（大人４７０円、１８歳未満は無料）

ちちちののののののの ちちちちちちちちちちちいいいちのののの ちちちちちちちちちちちちのののいいいいちちちちのののののののののののの ちちちちいののののののののののののののの ちちち動動動物物物物物物物物物物物物物物物物公公公公公公公公公公公公公公物公公公物物物物公公公公公物公 夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏 イイイイイベベベベベベベベベベンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベベイイイイイイイイイイイイイイイイのののののののののののののののののののののののの ベベベベベベベベベベベンンンンンンンンンンベベベベベ トののののののイイイイイイイイイイイ トトトトトトトトトトイのののののののののののの ベベベベベベベベベベのいち動物公園夏のイベント
問申

夏 休 み 室特 別 教

金８月６日　　９：００～１２：００
り海の上

　　　　　　　　　　　　　　　みんなで協力しあって

巨大なBIGSUPを自在に操り海の上を駆け巡ろう♪

■ 申込期間…

　７／２４（土）

　　～7／３０（金）

問　　　　　　ＮＰＯ法人　ＹＡＳＵ海の駅クラブ　☎５７ー１８５５　※申し込みは電話のみ

■ 場所…香南市マリンスポーツセンター

■ 定員…各先着１５人　　　　　■ 参加費…７００円（保険代含む）

■対象…市内在住で香南市の学校に通う小学校３年生～中学校３年生までの方

■ 持ち物等…マスク、海で活動できる服装、水筒、帽子、着替え、マリンシューズ等

申

ブブブブブラブブブブブブブクラククククククククククククククククククラブブブブブブブ
夏休み 定こども定こどもチャレンジ教室
ＹＡＳＵ海の駅クラブ
夏休み限定こどもチャレンジ教室

ドキドキ　　わくわく…

大きさを競い

メスは重

１匹ずつ

可。

９：３０ ２１：０
※入園は２０：００

比較的涼しい

ちの活発な行

生態を観

がで

します。

９月１１日土

★

◆　　夜の　
動物公園
のいち　de
ナイト　

つ
測

第５回
ドデカブト
選手権

Ｂ Ｉ Ｇ Ｓ Ｕ Ｐ 体 験 室教

い か だ 体 験 室教

金８月２０日　　９：００～１２：００

シーーカヤカヤヤックックックを操を操ってってて海の海のの上を上上を上を上を気気気 ににクルクルクルクルクルルージージージージージジジジジングングングングングンングングングングンングン してしてしてしししてててみよみよみよみよみよよみよよよよよよよよみ う♪う♪う♪う♪う♪う♪うう♪う♪♪う♪♪シーカヤックを操って海の上を気ままにクルージングしてみよう♪

■ 申込期間…８／７（土）～８／１３（金）

シ ー カ ヤ ッ ク

体 験 室教

25th22555522 thhth

のいちふれあいセンター

開館25周年　

22

きてね！

6 ２０２１.７7２０２１.７


