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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
◯

市の動き

1月1日現在（前月比）

人

口 110,538人（−34）
男
53,784人（−38）
女
56,754人（＋ 4）
世帯数 45,161世帯（−23）

g韓国料理調理技能士に
よる料理教室の第2弾
h協会会員1000円、
一般1500円
l国際交流協会 p56-1771

健康課から

募集
市営住宅の入居者

�2月13日㈯午前10時〜午後2時
yひまわりセンター3階
i30人（申込順）

児童館から
●バルーンをつくろう
�2月13日㈯午後2時〜3時
u幼児・小学生
i20人（申込順）
gバレンタインのバルーン作り
h無料
j講師は三笠薫さん
k同館 p23-1091
●おひなさまづくり
�2月14日㈰、27日㈯ 午前9時〜

四国ブロックポリテックビジョン２０１６ ものづくり・ひとづくり in 四国

ものづくり研究発表会

【テーマ】─ 地方が中心になる─
記念 「太陽光発電などの再生可
講演
能なエネルギーのこれから」
【受付】
13：00〜
【講演】
13：30〜14：30

講演者／桑野

研究
発表

学生の教育訓練成
果や教員による研
究成果の発表を行
います。

前太陽光発電技術研究組合理事長
（元三洋電機
（株）
代表取締役社長）

【テーマ】
「我が地域の再生可能エネルギーは！」
シンポ 桑野 幸徳 氏
彼末 則彦 氏

ジウム

久保雅紀雄 氏

天野

隆氏

香川県環境森林部

四国職業能力開発大学校 電気系

丸亀市 市長

四国職業能力開発大学校 校長

梶
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中山 喜萬（モデレーター）

展示

84件

死

者

0人

負傷者

99人

教育訓練の中で製
作・開発した成果物
の展示を行います。

【時間】
10：00〜15：30

救急・火災件数（12月）
救 急 出 動 451件
火災の発生

午後4時
u幼児・小学生
i各10人（先着順）
g簡単なおひなさまの工作
h無料
●そうさく絵本読み聞かせ
�2月18日㈭午前10時半〜11時10分
u幼児親子（申込不要）
gオリジナル絵本のお話会
h無料
j講師は平岡穣さん
l同館 p23-1091

東小川児童センターから
●豆まきをしよう
�2月3日㈬ 午前10時半〜11時半
u幼児と保護者
i20組
h無料
●体を使って遊ぼう
�2月25日㈭午前10時半〜11時半
g身近な道具を使った遊びや体操
u幼児と保護者
h無料
k同センター p56-8778

鳥越俊太郎氏講演会
「鳥越流ポジティブな人生の歩き方」
�2月14日㈰ 午後1時半〜3時
y生涯学習センター3階
h500円
l同センター
p23-1091

県文化協会西讃支部美術展覧会
�2月17日㈬〜28日㈰午前9時半〜
午後4時半（月曜休館）※両会場
とも最終日は午後3時閉館
y絵画展＝生涯学習センター1階、
書道展・写真展＝資料館
l文化協会 p24-8822

当大学校の教育訓練成果・研究成果の発表並びに記念講演により
開催しますので、皆様のご来場を心からお待ち申し上げます。
企業関係者・高校生の皆様にも大いに役立つ内容です。

【時間】
10：00〜12：40

幸徳 氏

故

開催日・会場

入場
無料

２/２０（土）
10:00〜15:30

四国職業能力開発大学校

認知症ミニ講座

「認知症を予防する食事について」

3件

�2月9日㈫午後2時〜2時半

身の回りの防犯対策あれこれ
「空き巣、ひったくり、振り込め詐欺な
どの被害防止のために」
�2月23日㈫ 午後1時半〜2時半
y生涯学習センター2階
i20人（要申込）
h無料
k2月18日㈭までに
市民活動推進課
p24-8809

猪熊弦一郎現代美術館から
●PLAY vol.2 塚原悠也
�2月13日㈯ 午後3時開演
y猪熊弦一郎現代美術館2階
i100人（申込不要）
h無料
gシリーズ＜PLAY＞は、パフォーマ
ンス、ダンス、演劇などを含む身
体表現を紹介。今回は、塚原悠也
（contact Gonzo）を迎え、丸亀
に滞在しながらクリエイションを
行う。
l同館 p24-7755

飯山総合学習センターから
●第2回フォトコンテント
g残しておきたい飯山の四季・生活
文化
応募期間＝3月1日㈫から
l詳しくは、
同センター
p98-3319
きずな
●絵本で育む親子の絆
�2月13日㈯、3月6日㈰、27日㈰
午前10時半〜11時半（全3回）
y同センター2階
u3回全てに参加できる人
i10人（申込順）
講師＝木村恵美さん
h無料
kホームページ http://hanzan.ashita-

sanuki.jp/またはチラシの申込書
で予約。
●フリーアナウンサーふたりによる
朗読会XⅥ
�2月6日㈯ 午後1時半
y同センター2階
h無料（申込不要）
g朗読は中井今日子さんと藤澤翼さん
l同センター p98-3319

クリントピア丸亀から
●掘り出し物をゲットしよう！
屋内フリーマーケット開催
�2月14日㈰ 午前9時半〜午後1時
g約30店舗の屋内フリーマーケット
やリユース図書コーナー、リサイ
クル小物・ガラス製品などの販売
★2月13日㈯は臨時休館
●ガラスで作る赤ちゃんの足型
�2月21日㈰、28日㈰（要予約）
u足のサイズが12㎝以下の赤ちゃん
h8000円
●入園・入学お助け講座
�要相談（休館日は除く）
g手提げバッグ、上靴
入れなど愛情たっぷ
りに手作りしたい人
へアドバイス
j材料持参
lクリントピア丸亀 p56-1144

お 知らせ
国民年金保険料の納付は
口座振替で!!
国民年金の保険料は、納付対象月
の翌月末が支払い日ですが、口座振
替を利用することで納め忘れを防ぐ
ことができます。
振替方法には、当月末振替、6か
月・1年・2年前納があり、前納す

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

ると翌月末振替や現金納付よりも割
安になります。
平成28年度保険料の前納を希望す
る人は、年金手帳または納付書、通
帳と通帳届出印を持参し、2月末ま
でに市民課または市民総合センター
に申し込んでください。
l善通寺年金事務所 p62-1662、
市民課年金担当 p24-8945、b
p86-5510、np98-7953

国保の新年度用保険証送付
4月1日から使える国民健康保険
被保険者証は、3月下旬頃に送付す
る予定です。平成27年度国民健康保
険税を2月29日㈪（最終納期限）ま
でに完納していない場合は、有効期
限の短い保険証（短期証）が送付さ
れることになります。
3月1日㈫以降に完納された場合も
有効期限が1年間の保険証は送付さ
れません。税務課窓口で短期証延長
の手続きが必要となりますので、2
月29日までの完納をお願いします。
l保険課 p24-8842、税務課 p24-8856

丸亀城跡発掘調査現地説明会
�2月21日㈰午前10時〜正午
y丸亀城からめて林集合（城内グラ
ウンド南東側）
g石垣修理の事前発掘調査を行った
成果を報告
l教育委員会文化財保護室 p22-6278

lllllllllllllllllllllll
農林水産大臣感謝状授与
農業経営統計調査協力者と
しての功績が認められ、表彰
されました。
綾歌町 松 岡
繁さん
おめでとうございます。

llllllllllllll

「簡単！本格キムチチゲ」を作ろう！

催し

事

llllllllllllll

資格＝①市内に住居が必要②住宅に
困窮③市町村税などの完納④同居
の家族がいる（単身でも入居でき
る場合あり）⑤収入が基準の範囲
内⑥暴力団員を除く⑦持ち家など
固定資産を所有していない
募集住宅＝城東、富士見、城南、外
浜、今津、長友の各団地
申込期間＝2月1日㈪〜5日㈮
選考方法＝申し込みが募集戸数を上
回る場合は2月9日㈫に抽選
入居予定＝3月上旬
入居条件＝敷金と連帯保証人1人
注意事項＝申込時は申込書のみ
（要印
鑑）
提出。
その他必要書類は当選者のみ提出。
※3回以上連続して抽選に落選した
人は、
優遇措置の対象になります。
《特定公共賃貸住宅の入居者》
中堅所得者向け住宅（富士見団地
の一部、
平山ハイツ）
は随時募集中。
l公共施設管理課 p24-8814、b業務担当
p86-5516、n業務担当 p98-7957

《生活習慣病予防教室》
●自宅で簡単にできる運動実技
�2月8日㈪午後1時半〜3時
yひまわりセンター4階
講師＝健康運動指導士 森明美さん
j運動のできる服装で、タオル、飲
み物、靴を持参
●医師による糖尿病など予防の話
�2月12日㈮午後1時半〜3時
yひまわりセンター4階
講師＝岸本医院 岸本裕司院長
j健診結果がある人は持参
●栄養士による食事の話・調理実習
�3月1日㈫午前9時半〜午後1時
yひまわりセンター３階
i40人（申込順）
h300円（材料費）
j米半合、エプロン、三角巾、タオル持参
k2月8日㈪〜22日㈪
l健康課 p24-8806

交通事故（12月）

lllllllllllllllllllllll

花輪・寝台車・葬式一式（会館葬）
〒７６３-００８２ 丸亀市土器町東6丁目195

寝台車受付 24時間（0877）23-5500

Fax（0877）23-7890

〒763-0093香川県丸亀市郡家町3202

【お問合せ】

ポリテックビジョン事務局
四国職業能力開発大学校 援助計画課

TEL0877-24-6298

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。

〒７６３-００８２ 丸亀市土器町東7丁目153
TEL・FAX（0877）21-5045
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。
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