行政
情報便
時 日時 ■
所 場所 ■
対 対象 ■
定 定員 ■
内 内容
■
料 料金 ■
他 その他 ■
申 申し込み ■
問 問い合わせ
■
綾 ＝綾歌市民総合センター
◯
飯 ＝飯山市民総合センター
◯
コ ＝コミュニティセンター
◯

募集
国際交流クッキング参加者
�12月13日㈰午前10時〜午後2時
yひまわりセンター３階
i40人（申込順）
h1000円（材料費）
jエプロン、タッパー、
筆記用具、ふきん持参
l丸亀ユネスコ協会 p090-1172-2057
市国際交流協会 p56-1771

催し
「人と動物との調和のとれた共生
社会づくりをめざして」講演会
�12月17日㈭午後3時〜4時40分
y生涯学習センター4階
i20人（申込順）
g日本警察犬協会公認訓練士を迎え
て、動物と家族や地域の人が、気
持ちよく関われる方法を考える
h無料
k12月15日㈫までに環境安全課
p24-8836

東小川児童センターから
●講談社「全国訪問おはなし隊」
�12月5日㈯午後2時半〜3時半
u幼児と保護者、小学生
gキャラバンカー見学と読み聞かせ

市の動き

11月1日現在（前月比）

人

口 110,555人（＋42）
男
53,823人（＋53）
女
56,732人（−11）
世帯数 45,152世帯（＋51）

h無料
●ふれあい交流会
「地域の皆さんとうどん作り」
「クリスマス会」
�12月19日㈯ 午前9時
半〜午後1時
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

飯山総合学習センターから
●かがわ文化芸術祭2015
まるがめ文化芸術祭2015
親子アート＆てんとう虫作品展
�12月9日㈬〜20日㈰
午前9時〜午後5時
（月曜・祝日休館）
●講談社「全国訪問おはなし隊」
�12月20日㈰①午前10時半〜11時
②午前11時5分〜11時35分
g①キャラバンカーで絵本の自由閲覧
②絵本の読み聞かせ
j①・②の両方に参加した子どもに
はプレゼントあり
l同センター p98-3319

児童館から
●お菓子の家をつくろう！
（読み聞かせ&クラフト）
�12月６日㈰午前10時半〜11時半
u幼児・小学生
i20人（要申込）
講師＝図書館うさぎさん
j500㎖の空き牛乳パック１個持参
h無料
●そうさく絵本読み聞かせ
�12月10日㈭午前10時半〜11時

交通事故（10月）
事

故

86件

死

者

2人

10分
u幼児親子（申込不要）
gオリジナル絵本の
読み聞かせ
講師＝平岡譲さん
h無料
●クリスマス会
�12月13日㈰午前10時半〜11時半
u幼児・小学生
i60人（要申込）
h無料
jピアニストの田村真穂さん、香川
短期大学の皆さんが出演
え と
●ポンポンの干支マスコット
�12月26日㈯ 午前9時〜午後4時
u幼児・小学生
i15人（申込不要・先着順）
gかわいいおさるのマスコットを作成
h無料
l同館 p23-1091

2015まるがめ第九演奏会
プレコンサート
�12月13日㈰ 午後2時〜3時
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、ＭＣ
Ｏ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

第3回子どもたちへの音楽会
●ピアノ名曲アルバムと音楽劇
「くるみ割り人形とねずみの王様」
�12月27日㈰ 午後2時〜3時
y生涯学習センター３階
h前売り：子ども100円、
大人300円
当日券：子ども200円、
大人500円
l同センター p23-1091

（要予約）

宮 野 病 院

丸亀市中府町4-13-28
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関連
施設

介護者の元気が大切

救 急 出 動 434件
火災の発生

〜頭と体のリフレッシュ〜

5件

�12月8日㈫午後2時〜2時半

負傷者 108人

■内科・胃腸内科・内視鏡内科・腎臓内科・透析内科

法律相談
受付中！

救急・火災件数（10月）

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
養護老人ホーム
グル ープホーム
デ イ サ ー ビ ス

広告掲載について詳しくは、秘書広報課（p24-8801）
または市ホームページでご確認ください。

青の山荘
宝樹リノ
あおのやま
綾 歌 荘
あ やうた
くりく ま

市民会館から

�12月16日㈬ 午後1時半〜3時
yひまわりセンター
u市内在住で介護予防の体操指導者
研修会終了後、地域でしゃんと体
操をボランティアで普及してくれ
る人。運動経験は不問
g理学療養士による、ＤＶＤを利用
した体操指導の仕方や注意点など
の説明
k12月15日㈫までに地域包括支援
センター p24-8933

●うたごえ喫茶
�12月20日㈰ 午前10時〜正午
i80人（申込順）
h1200円（ドリンク1杯、貸し歌詞
集付き）
●太極拳教室
�12月18日〜平成28年2月5日ま
での毎週金曜午前10
時〜11時半
（全7回）
i20人（申込順）
h5000円（受講料）
●やさしいヨーガ教室
�12月9日〜平成28年1月27日ま
での毎週水曜午前10
時半〜正午（全7回）
i20人（申込順）
h5000円（受講料）
k市民会館 p23-4141

クリントピア丸亀から
●クラフト講座「かわいい付箋を作ろう！」
�12月12日㈯
午前10時〜11
時半
u一般・親子可
i10人
h200円
●木工講座「干支の置物を作ろう！」
�12月13日㈰午前9時半〜11時半
u一般
i10人
h300円から（大きさによる）
●牛乳パックを使って紙すき体験
「年賀状を作ろう！」
�12月19日㈯午前10時〜11時半
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
●ガラスで作る赤ちゃんの足型
�12月20日㈰、27日㈰（要予約）
u足のサイズが12㎝以下の赤ちゃん
h8000円

設

名

年

丸亀城内の清掃などで集めた落ち
葉を配布します。
�平成28年1月末まで
（なくなり次第終了）
y丸亀城内 亀山公園
からめて林周辺
k都市計画課 p24-8843

まるがめ婆娑羅商品券（丸亀市プレ
ミアム付商品券）と子育て世帯丸亀
市商品券の利用期間について
上記商品券の利用期間は、
12月31
日㈭まで。期限を過ぎると利用でき
なくなるので、お早めにお使いくだ
さい。
j参加店舗が金融機関で商品券を換
金できるのは、
平成28年2月29日
㈪まで。
l丸亀市地域商品券発行事業実行委
員会事務局 p35-9255

�12月10日㈭午前10時〜11時半
y飯山総合保健福祉センター２階
g歯科衛生士による歯の話
j歯ブラシをプレゼント
l健康課 p24-8806

お 知らせ

12月は県下一斉の滞納整理強化期間
休日納税相談を開設します

学校給食物資納入業者
登録申請の受け付け
平成28年度の学校給食物資納入業
者の登録申請を受け付けます。なお、
今回の登録で28年度・29年度の2
年間有効となります。
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

■主な施設の業務案内
施

お城の落ち葉を差し上げます

生活習慣病予防教室
（歯の話）

年末年始の業務案内
市役所、
本島・広島市民センター
綾歌・飯山市民総合センター
ひまわりセンター
綾歌保健福祉センター
飯山総合保健福祉センター
市民会館、
アイレックス
生涯学習センター、
児童館
東小川児童センター
飯山総合学習センター
中央図書館

模で作っている農家
受付期間＝平成28年1月4日㈪〜20
日㈬（土日、祝日を除く）午前9
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
l中央学校給食センター内市学校給
食会 p98-1275

lクリントピア丸亀 p56-1144

介護予防体操（しゃんと体操）
指導者研修会

末

28日㈪まで

年

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20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・
後期高齢者医療保険料）
j市営駐車場を利用してください
l税務課徴収担当 p24-8856

市役所代表

p23-2111

年末は12月28日㈪まで、年始は1月4日㈪からです。ただし、
出生・死亡・婚姻など戸籍の届け出は、市役所・市民総合センター
の守衛室で受け付けます。

始

1月4日㈪から

施

1月5日㈫から
1月5日㈫から

設

名

綾歌図書館
飯山図書館
市民体育館
飯山総合運動公園
サン・ビレッジ土器川
美術館
資料館

27日㈰まで
28日㈪まで

yまちの駅 秋寅の館（通町）
h無料
l地域包括支援センター p24-8933

エコ丸工房
湯舟道

年

末

年

始

28日㈪まで

1月5日㈫から

27日㈰まで

1月5日㈫から

27日㈰まで

1月4日㈪から
24日㈭まで
1月1日㈷から
12月12日㈯から 1月5日㈫から
資料整理のため休館

27日㈰まで
30日㈬まで

1月5日㈫から
1月2日㈯から
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