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催し
健康課から
〈糖尿病予防教室〉
●自宅で簡単にできる運動
�①12月8日㈪②18日㈭午後1時
半〜3時
y①ひまわりセンター4階研修会議
室1・2②飯山総合保健福祉セン
ター2階会議研修室
j運動のできる服装でタオル、飲み
物、靴持参
●栄養士による食事の話・調理実習
�12月10日㈬午前9時半〜午後1時
y飯山総合保健福祉センター2階栄
養指導室
i30人（要予約）
h300円（材料費）
j米半合、エプロン、三角巾、タオ
ル持参
k12月2日㈫までに健康課
●歯科衛生士による歯の話
�12月19日㈮午前10時〜11時半
y飯山総合保健福祉センター2階会
議研修室
j歯ブラシをプレゼント
l健康課 p24-8806

2014まるがめ第九演奏会
プレコンサート
�12月7日㈰午後2時〜3時

資料館だより

市の動き

救 急 出 動 422件

死

者

火災の発生

1人

●羊毛フェルトで作る
「クリスマスオーナメント」
�12月11日㈭ 午前9時半〜正午
u一般
i10人
h300円
j裁縫道具持参
え と
●木工講座「干支の置物を作ろう！」
�12月14日㈰午前9時半〜11時半
u一般
i10人
h300円から（大きさによる）
●ガラスで作る赤ちゃんの足型
�12月14日㈰、21日㈰（要予約）
u足のサイズが12㎝以下の赤ちゃん
h8000円
●牛乳パックを使って紙すき体験
「年賀状を作ろう！」
�12月20日㈯午前10時〜11時半

2件

認知症家族交流会
�12月10日㈬午前10時〜11時半
yひまわりセンター4階会議室3
u丸亀市民で、現在認知症の家族を
介護している人
gミニ講座と座談会「認知症の人を
支える制度（成年後見制度）」
j講師は司法書士の大塚昭男さん
l地域包括支援センター p24-8933

飯山総合学習センターから
●かがわ文化芸術祭2014
親子アート＆てんとう虫作品展
�12月10日㈬〜25日㈭午前9時〜
午後5時（月曜・祝日休館）
y同センター1階ロビー
g1 〜 5 歳のアーティス
トが元気いっぱいに制
作した作品を展示
l同センター p98-3319
《クラブ活動紹介》
（児童合唱団）
●コーロ・デル・クォーレ
�毎週土曜午後4時〜7時
l宮武さん p090-7627-7778
●松風会（茶道）
�第1・3水曜午前9時〜正午
l佐々木さん p98-3535

東小川児童センターから
《ふれあい交流会》
●地域の方々とうどん作り
●クリスマス会
�12月20日㈯午前9時半〜午後1時
y同センター多目的室
u幼児と保護者、小学生
i50人
h大人200円、子ども（3歳以上）
100円、
3歳未満無料
jエプロン、三角巾、ハンドタオル
持参
k同センター p56-8778

お 知らせ
学校給食物資納入業者
登録申請の受け付け
平成27年度の学校給食物資納入業
者の新規登録申請を受け付けます。
今回は補充的な登録なので、27年度
1年間限りとなります。

ボートレース事業の収益は、住民福祉の向上に
役立てています http://www.marugame-kyotei.jp/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
市長杯争奪
BOATRACEまるがめ大賞

年末ファン感謝ゴールデンカップ

ＧⅢオールレディース（唐津）
ＧⅡ秩父宮妃記念杯
（びわこ）

尼崎

蒲郡

若松

桐生
若松

大村

浜名湖

GⅢオールレディース
（桐生）

びわこ 福岡 三国

確定申告における障害者控除
要介護1以上で一定要件を満たし

※年末休館：12月25日㈭〜31日㈬

蒲郡
※日程が変更になる場合があります

この調査は、わが国の工業実態を
明らかにするための、統計法に基づ
く報告義務がある重要な統計調査で
す。調査時点は平成26年12月31日
です。調査員が12月中旬から平成
27年1月にかけて訪問します。
ご提出いただく調査票の内容は、
統計法に基づき秘密は厳守されます
ので、正確な記入をお願いします。
l行政管理課 p24-8841

（入館は午後5時半まで）

尼崎

若松

製造事業者の皆さんへ
工業統計調査にご協力を

開館時間：午前10時〜午後6時

匠 ＳＧグランプリ（賞金王決定戦）
ＧⅠクイーンズクライマックス（賞金女王）
宮島
（江戸川）
（平和島）
（住之江）

ＧⅡMB誕生祭（大村） ＧⅡＭＢ大賞（芦屋） 戸田

平成26年12月分から、公的年金
（老齢年金・遺族年金・障害年金など）
を受給している人も児童扶養手当を
申請できます。ただし、児童扶養手
当の支給額を超える年金を受給して
いる人には支給されないのでご注意
ください。
※児童扶養手当の支給額は、所得に
よって異なります。詳しくは子育
て支援課（p24-8808）
までお問
い合わせください。

2015年1月18日㈰まで開催中

徳山

平和島

ナイター
場外発売

児島

ていゆうニュース
アダムスキーカップ

児童扶養手当の申請について

「猪熊弦一郎展 形がいっぱい」

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 祝 水 木 金 土 日 月 火 水

猪熊弦一郎《太陽と原始鳥》1988年
Ⓒ公益財団法人ミモカ美術振興財団

h無料（予約が必要）
k12月26日㈮までに地域包括支援センタ
ー p24-8933

なお、26年度登録者は27年度末
まで登録不要です。
対象＝①信用状況、衛生状況、供給
能力などの条件を満たしている業
者②給食で使用できる野菜を相当
規模で作っている農家
受付期間＝平成27年1月5日㈪〜
20日㈫（土・日曜、祝日を除く）
午前10時〜午後4時
申請書＝給食会、または市ホームペ
ージでダウンロードしてください。
l学校給食会 p98-1275

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 p24-7755
URL http://mimoca.org

まちづくりのお手伝い！
！

デ イ
場外発売

専門医による認知症相談
�平成27年1月14日㈬午後1時半〜4時半
yひまわりセンター

負傷者 130人

●どんぐりマスコットづくり
�12月7日㈰、13日㈯、20日㈯ 午
前9時〜午後4時
y同館
u幼児・小学生
i各8人（先着順）
gどんぐりを使った簡単なマスコッ
トづくり
●そうさく絵本読み聞かせ
�12月11日㈭午前10時半〜11時10分
y同館遊戯室
u幼児親子
gオリジナル絵本のお話会
j講師は平岡穣さん
●クリスマス会
�12月14日㈰午前10時半〜11時半
y同館遊戯室
u幼児・小学生
i50人
gピアニストの田村真穂さんによる
演奏、
香川短期大学の皆さんが出演
h無料（申し込みが必要）
l同館 p23-1091

クリントピア丸亀から

尼崎

※資料整理のため12月13日㈯から平成27年
1月5日㈪まで休館します。

故 104件

児童館から

p22-5366

時＝午前 9時半〜午後 4 時半
所＝資料館2階展示室
入館無料 月曜休館

救急・火災件数（10月）

事

u一般・親子向け
i5人（5組）
h3枚まで無料
j牛乳パック2個、千代紙、折り紙
など持参
lクリントピア丸亀 p56-1144

●とらまる人形劇団公演
「なんにも仙人」
「サムライぎつね」
�12月21日㈰①午前10時②午後
1時半
y同センター2階大広間
h前売り300円、親子500円
当日500円、親子700円
l同センター p23-1091

丸亀開催 発刊50周年記念
（ナイター）大阪スポーツカップ
モーニング
芦屋
場外発売
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口 110,406人（−10）
男
53,541人（＋22）
女
56,865人（−32）
世帯数 44,466世帯（＋ 5）

生涯学習センターから

12月

15

人

y本願寺塩屋別院（塩屋町）
ふ りょ
gドイツ兵俘虜に関する講演、MCO
のミニコンサート、ソリストとま
るがめ第九合唱団によ
る合唱、ドイツ兵俘虜
のパネル展
h無料
j駐車場は
ありません
l文化観光課 p24-8822

《常設展》生駒 山﨑 京極の歴史と文化展

日
場

交通事故（10月）

11月1日現在（前月比）

猪熊は身の回りのものをよく観
察し、面白いと感じた形を頭の中
にたくさん集めました。それらを
もとに自由に描かれた形と、描く
楽しさに満ちた作品を、ぜひご覧
ください。

市民会館

ながら、心身障害者手帳の交付を受
けていない高齢者を介護している人
は、確定申告で障害者控除を受けら
れる場合があります。
l高齢者支援課 p24-8831

農業委員会から
12月の農地転用・移動（売買・貸借
など）の申請締切日は12月10日㈬
になりますので、ご注意ください。
l同事務局 p24-8826

香川県農地機構から
公共財団法人香川県農地機構は、
農地の仲介を通じて、担い手への農
地の集積や集約化を進めており、農
地の借受希望者の募集にあわせて、
担い手に貸し付ける農地を募集して
います。
事情により農業ができなくなった
人、相続などで農地を取得したが、
農業をする予定のない人など、お持
ちの農地の利活用に悩んでいる人は、
ぜひ香川県農地機構への貸し付けを
ご検討ください。
まずは、
農林水産課
（p24-8845）
、
または農業委員会（p24-8826）
ま
で、ご相談・ご連絡をお願いします。

12月は納税推進月間
休日納税相談を開設します
平日に来られない人は、この機会
にぜひご利用ください。
�12月14日㈰午前9時〜午後4時
y市役所別館1階 税務課
g納税相談
（市税全般・介護保険料）
j市営駐車場をご利用ください。な
お、衆議院議員選挙が執行される
場合は、日時を変更する場合があ
ります。
l税務課徴収担当 p24-8856
p23-4141
（火曜休館）

URL http://www.marugame-hall.org/
《市民会館》

好評発売中

アイレックス

p86-6800
（水曜休館）

URL http://www.marugame-ilex.org/
《市民会館》
好評発売中

2014まるがめ第九演奏会 まるがめクラシックギャラリーコンサート
12月14日㈰ 午後2時開演
演奏＝瀬戸フィルハーモニー交響楽団
指揮＝松岡 究
独唱＝岡 清美（ソプラノ）、近藤佳穗子（アルト）
芹澤佳通（テノール）、大石陽介（バリトン）
●入場料＝一般2000円（自由席）
高校生以下1000円（自由席）

トークライブ あんぎゃー

好評発売中
12月12日㈮ 午後7時開演
出演：宮川大輔、ケンドーコバヤシ
●入場料＝3000円（全席指定席）

ニューイヤーコンサート 入場無料

平成27年1月18日㈰ 午後2時開演
1部：アンサンブル 2部：オペラ
「魔笛」

平成27年1月25日㈰ 午後2時開演
●入場料＝一般2000円ほか（自由席）

川井郁子コンサート 好評発売中
平成27年3月7日㈯ 午後6時半開演
●入場料＝一般2000円ほか（自由席）

《アイレックス》

情熱のフラメンコ

好評発売中

12月2日㈫ 午後7時開演
●入場料＝3800円（全席指定席）

吉田正記念オーケストラ好評発売中
〜いつでも元気が出るコンサート〜

平成27年2月8日㈰ 午後2時開演
●入場料＝3000円（指定席）、2000円（自由席）
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