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四国学院大学演劇公演
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y同大学ノトススタジオ

�１月 日㈰〜２月５日 ㈮
h一般１２００円︑学生 ６ ０ ０
円︵予約割引あり︶
l同大学総合教育研究セ ン タ ー
︵p６２︱２４５５︶

かがわ長寿大学︵西校︶受講生
年３月︵２年制︑

年 回︑ 分を１日２ 時 限 ︶

� ４月〜平成
y丸亀市︑善通寺市︑坂 出 市 ︑
三豊市の４会場を巡回
u県内在住の４月１日現 在 歳
以上で︑同講座を受講 し た こ
とがない人
りに関する講座

g高齢者の生きがいと健 康 づ く

ネットを利用して授業を行う通
y同大学３階

半〜３時

信制の大学です︒

人︑②

用具を持参

人

河川愛護に関心があり︑モニ

u土器川に接する機会が多く︑

任期＝４月１日から１年間

平成 年度土器川
﹁河川愛護モニター﹂

ンター︵p４９︱５５００︶

日㈮までに同大学地域交流セ

k①は２月

日㈪︑②は２月

具︑ＵＳＢメモリ︑②は筆記

j①はデジタルカメラ︑筆記用

h①︑②とも２回で５００円

i①

y宇多津町保健センター４階

１時半〜３時半

�２月 日㈭︑３月３日㈭午後

②日本の歌を楽しもう

資料などの無料送付あり

j出願期間は３月 日㈷まで︒
l同校香川学習センター︵p０
８７︱８３７︱９８７７︶

日㈰午

ノルディックウオーク体験会
�２月
前９時〜 時
園

y土器川生物公

人

がある人

uノルディックウオークに興味
i
h２００円︵保険料を含む︶
日㈬までに︑テルベま

jポールレンタル有り
k２月
るがめ・廣岡さん︵p９８︱
０３３８︶
歳以上の人

ター活動を積極的に行える

k ２月

手当て＝月額２８００円程度

i５人程度

●社会人学校見学会

香川短期大学から
� ２月 日㈯午前 時半〜 時半

h年間２万５０００円
j高松校もあり
u介護福祉士・社会福祉士に関
心のある社会人
g社会人優遇制度説明︑キャン
パス見学︑個別相談など
k不要︵当日同校へ︶

i

y市民会館︑生涯学習センター
u５歳〜高校３年生の男女
g定期コンサート︑フェスティ
バルなどに参加
k市民会館︵p２３︱４１４１︶
●教室受講生
①ピラティス教室
日までの

毎週木曜午前

�３月
時半〜 時半

︵全７回︶
②やさしいヨーガ教室
�２月３日〜３月 日の毎週水
曜午前 時半〜正午︵全７回︶
③足もみ健康教室
︵全８回︶
曜午前９時半〜 時

�２月〜５月の第２・４月〜火

２４︱８８１３︶か香川河川
y①・②市民会館︑③月曜は市
人︵申込順︶

民会館︑火曜はアイレックス
i①〜③各
０円

h①・②５０００円︑③８００
k①〜③市民会館︵p２３︱４
１４１︶︑③アイレックス
︵p８６︱６８００︶

自分の性別に違和感を感じる
ことを﹁トランスジェンダー﹂
と言います︒なかでも︑生物学
的な性と心理的な性が持続的に
異なり︑他の性別へ身体的︑社
会的に適合させようとすること
を医学的には﹁性同一性障害﹂
と呼びます︒
文部科学省が︑平成 年に︑
ったところ︑６０６件の報告がありました︒学校別では︑高等
学校４０３件︑小学校 件︑中学校１１０件でした︒その中で︑
特別な配慮をしている学校が６割︑配慮していない４割は︑児
童生徒が特別な配慮を求めていないことなどが考えられます︒
調査結果を踏まえて︑昨年４月︑同省は﹁性同一性障害﹂の
児童生徒に︑きめ細かく対応するよう関係者に通達しました︒
具体的には︑▽最初に相談を受けた者が抱え込むことがない
よう︑学校内外にサポートチームを作って組織的に取り組む▽
本人や保護者に理解を十分に得つつ︑教職員間で情報共有に努
める▽他の児童生徒への配慮と均衡をとりながら支援を進める
▽教職員としては︑悩みや不
安を抱える児童生徒の良き理
解者となるよう努めることな
ど︑適切な対応をするように
指導しています︒
支援事例では︑▽自分が
思う性別の制服や体操着の
着用を認める▽職員トイレ
や多目的トイレの利用を認
める▽体育や保健体育の授
業において︑別メニューを

火

水

木

金

土
午前8：30〜12：00

●

●

●

／

●

●※
午後2：30〜6：00

●

●

●

／

●

／

人︵申込順︶

�毎週土曜日午前 時〜正午

●丸亀市少年少女合唱団の団員

００︶

kアイレックス︵p８６︱６８

杯︑
貸し歌詞集︶

︵ ド リン ク １

h１２００円

の愛唱歌など

g団塊世代向け

50

国道事務所土器川出張所︵p
２２︱８３１８︶

時〜正午

アイレックス︑市民会館から
●うたごえ喫茶開催

yアイレックス

●カルチャー講座

l同校︵p４９︱８７０２︶

日㈪までに︑建設課︵p

受付期間＝２月１日㈪〜 日 ㈪
k往復はがきに必要事項 を 記 入
し︑同大学へ郵送
l︵公財︶
かがわ健康福祉 機 構 長
寿社会部
︵p０８７︱８６３︱
０２２２︶

放送大学 平成 年度４月生

19

設定する︑などが示されて
います︒

医療法人社団 秀聡会

こはし内科・耳鼻咽喉科

楽しく、ムリなく、簡単に、
やさしいテニス教室

10

16

11

月
エアコン・エコキュートの施工

11

20

診療時間
※期間 Ｈ28/2/29まで

�２月７日㈰午前

日㈬︑ 日㈬午後１時

10

ホッと
コラム

丸亀市郡家町234番地
TEL：
（0877）28-6110

KOHASHI

広報持参で「体験無料」 打 ち 放しク ラス
入会後に特典あり!
毎週日曜日 11：50〜12：50
さらに、体験当日入会者は
月曜日 18：50〜19：50
要予約
料金/1,200円（税別）
入会金（3,240円）無料！

10

25

29

学校における性同一性障害に係わる対応に関する状況調査を行

25

24

頭の骨を手がかりに、動物たちのくらしをさぐってみよう！
魚類から両生類、鳥類、哺乳類、類人猿まで、さまざまな動
物の頭蓋骨を、動物たちの生きているすがたの写真や絵と
ともに紹介。

20

20

10

① デジカメ撮影のコツと保存管理

カミラ デラ ベドイエール（文）サンドラ・ドイル（イラスト）黒輪篤嗣（訳）／（辰巳出版）

�２月

身のまわりの「ふしぎ」から、科学への興味を広げよう！
文部科学省表彰団体が厳選した、子どもに読ませたい科
学の本１００冊を紹介。家で楽しめる実験・工作や観察も
掲載。

テレビなどの放送やイ ン タ ー

科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」
（著）／（幻冬舎）

22
2016年2月 ● 広報丸亀
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。
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。
2016年2月 ● 広報丸亀
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トランスジェンダー
93

●飯山図書館（p98-2666）
1日、11日、15日、29日
●綾歌図書館（p86-5915）
1日、8日、11日、22日、29日
●中央図書館（p22-3746）
8日、11日、22日、29日

2月の休館日

『かがくが好きになる絵本１００』

27

17

骨』
の
『頭

28

10

30

15

11

20

28

28
24

30

90

アネモネ、カタバミ、キンモクセイ、シンビジューム……。
春夏秋冬の美しい花の写真とともに、花言葉や花の名前の
意味を、由来となった神話やエピソードなどを交えて紹介。
フラワーアレンジメントの作り方なども掲載。

10
●ハーフマラソンの2月！
「アッ」という間に走りぬけ
る選手を生で見るチャンス
♪沿道で応援しましょう！
（しょうちゃん）●2月
15日から申告相談会がスタート。
５㌻の日程表
で日時と会場を確認してください（もり）●昨
年は年間の丸亀城天守入城者が１０万人を突
破！記録を更新できるようがんばりましょう
（て
ん）●１３㌻弁論大会は意義深い企画。堂々の
弁と謙虚さに「さすが」
と表敬の拍手（中年明）

11

60

29

40

31

26

二宮孝嗣（著）／（ナツメ社）

飯山総合保健福祉センター＝
●おはなし会
2月19日㈮
●英語のおはなしを楽しもう
綾歌＝2月13日㈯
日時＝2月13日㈯
午前10時半
午後1時半
飯山＝2月13日㈯
場所＝中央図書館
午後2時
講師＝タイラー・ボイヴィンさん
中央＝2月27日㈯
対象＝幼児・小学生
午後3時
●ブックバンク（本の交換会） 定員＝20人
飯山＝2月14日㈰、28日㈰ ●読み聞かせ養成講座
午前9時半〜午後2時 日時＝2月13日㈯
綾歌＝2月21日㈰
午前9時半
午前10時〜午後2時
場所＝綾歌図書館
中央＝2月21日㈰
対象＝絵本の読み聞かせ
午前10時〜午後2時
に興味のある人
●ブックスタート
●リユース図書販売
（3か月児健康診査時） 日時＝2月14日㈰
午前9時半〜午後1時
ひまわりセンター＝
2月16日㈫、23日㈫ 場所＝クリントピア丸亀

『美しい 花 言 葉・花 図 鑑』

図書館 へ 行こう！

※土曜は午後1：30までの診察です
木曜、日、祝祭日は休診です

