第70回記念
必

勝

兼 第22回世界ハーフマラソン選手権大会（2016/カーディフ）代表選手選考競技会

〜 讃え 支え 刻んだ栄光の７０年。〜

2016年2月7日

はす

http://www.km-half.com/

2日目 10時35分・10時50分スタート！

世界レベルの走りを体感！
応援よろしくお願いします
熱戦の舞台となる香川丸亀国際ハーフマラ
ソン大会のコースは、国際陸上競技連盟（Ｉ
ＡＡＦ）から「シルバーラベル」の認定を受
けたフラットな高速コース。今大会は、3月
にカーディフ（イギリス）で開催される世界
ハーフマラソン大会の男子代表選手選考レー
スを兼ねており、今まで以上の盛り上がりと
記録更新が期待されます。
沿道の応援が、ランナーの力になります。
応援よろしくお願いします。
テレビ生中継
（OHK・BSフジ）
2016年2月7日
10：30〜11：50予定

う

交通規制と運行区間が重なる時間帯の丸亀通町〜蓮池公園間は、迂回して臨時の停留所を設置
します。設置場所などは、各バス停に掲示しているお知らせをご覧ください。
【運休する便】

ユニス・キルワ選手

イマネ・ツェガエ選手

2015
世界陸上北京大会マラソン
銅メダル

2015

（バーレーン）

（エチオピア）

世界陸上北京大会マラソン
銀メダル

丸亀西線 城西高校方面 労災病院11：00発と13：00発
丸亀東線 亀山団地方面 宇多津駅北口11：00発
レオマ NEWレオマ行 宇多津駅北口12：45発
宇多津線

塩屋橋方面
宇多津駅北口行

労災病院10：00発と12：00発
亀山団地10：20発と12：10発
NEWレオマワールド10：45発

【変更または迂回する便】
イロイス・ウェリングス選手
（オーストラリア）

2015
香川丸亀国際ハーフマラソン
優勝

小原

怜選手

コリス・バーミンガム選手
（オーストラリア）

2013

香川丸亀国際ハーフマラソン
優勝

宇賀地 強選手

（天満屋）

（コニカミノルタ）

2015
世界陸上北京大会１００００ｍ
２２位

2013
世界陸上モスクワ大会１００００ｍ
１５位

樋口 紀子選手

丸 亀
垂水線

右回り

丸亀港11：06発の便⇒丸亀通町11：14発・
丸亀通町12：04終着点に変更
丸亀港13：26発の便⇒丸亀通町13：34発に
変更

（日清食品グループ）

2011
東京マラソン
優勝

2012
ロンドン五輪１００００ｍ
２２位

丸亀港12：06発の便⇒丸亀通町12：14発・
丸亀通町13：02終着点に変更

湯舟道10：35発の便⇒労災病院11：37終着点に
宇多津駅南口11：40発の便⇒労災病院11：48発
綾歌市民総合 に変更（丸亀駅方面は運休）
変更（丸亀駅・宇多津方面は運休）
綾 歌
宇多津駅南口行
センター・湯舟
宇多津線
宇多津駅南口13：05発の便⇒労災病院13：13発
道行
に変更（丸亀駅方面は運休）

コミュニティバスの運休
迂回のお知らせ

佐藤 悠基選手

（ワコール）

左回り

丸亀港10：36発の便⇒丸亀通町10：44発・
丸亀通町11：32終着点に変更

臨時バス
停留所

◆臨時バス停留所◆
丸亀通町（四国電力東口前）・蓮池公園
（現「蓮池公園」バス停より東へ300m）
※停留所の設置場所については、各バス停に
掲示しているお知らせをご確認ください。

◆休止バス停留所◆
丸亀駅前・丸亀高校・宇多津駅北
口・南口・オークラホテル前 ほか
【お問い合わせ先】
琴参バス株式会社 p22-9191

拙者も 熱く
応援するで
ござる！
！

交通規制にご協力お願いします
2月7日

10時25分〜13時50分

国道11号、県道33号線
Pikaraスタジアム（県立丸亀競技場）〜坂出市京町

大会期間中、会場や沿道での
小型無人機「ドローン」の飛行は自粛してね！
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●コース上は、先頭ランナーが通過する約3分前（規制予告パトカー
通過後）から、最後のランナーが通過し、規制解除の広報パトカー
が通過するまで通行できません。また、コース上は車両だけでな
く、歩行者も横断できなくなりますので、
ご注意ください。
●レースの状況により、規制時間が変更されることがあります。
●現場警察官および係員の指示・誘導に従ってください。
●応援する人のための駐車場はありません。公共交通機関をご利用
ください。

香川県警察からのお願い
ランナーや応援する皆さん
の安全安心を確保するため、香
川県警察ランニングポリス隊が
参加者と共に走り、警戒します。
ご協力をお願いします。

ランニング
ポリ ス

ランニング
ポリス

大会に関するお問い合わせ
香川丸亀国際ハーフマラソン大会組織委員会事務局（市民体育館内）
p24-6274 http://www.km-half.com/
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申告相談会日程表
２月15日㈪〜
３月15日㈫
ですよ〜

平成28年度

２月15日㈪〜３月15日㈫の下記日程で市県民税申告相談会を行い
ます。譲渡所得・青色申告を除いた所得税の確定申告も受け付けますの
で、忘れずに申告してください。
なお、申告期間中は税務課窓口で確定申告の受け付けを行いませんの
で、地区ごとの会場にお越しください。

〔綾歌地区〕
と き

2月15日㈪
2月16日㈫
2月17日㈬
2月18日㈭
2月19日㈮
2月22日㈪
2月23日㈫
2月24日㈬

地

区

岡田上
岡田西
岡田東
岡田下
栗熊東
栗熊西
富熊（富士見坂以外）
富熊（富士見坂）

場

所

受付時間

栗熊コミュニティセンター
3階多目的ホール

午前9時〜午後4時

市県民税申告のお知らせ
税務課市民税担当 p24-8857

申告が必要な人

申告相談に必要なもの

平成28年１月１日現在、丸亀市に住所があり、勤
務先から給与支払報告書、年金支払元から公的年金
等支払報告書が提出されている人や、税務署に確定
申告書を提出する人を除く、下記の人は申告が必要
です。

◆印鑑
◆所得金額が分かる資料
給与、年金の源泉徴収票
保険金、個人年金の支払
明細書
農業、営業、不動産などの
収入と必要経費が分かる
もの（領収書や収支内訳書、減価償却計算資料など）

〔飯山地区〕
と き

2月15日㈪
2月16日㈫
2月17日㈬
2月18日㈭
2月19日㈮
2月22日㈪
2月23日㈫
2月24日㈬

地

区

上法軍寺
下法軍寺
東小川
西坂元・真時
川原

場

所

受付時間

飯山市民総合センター
4階多目的ホール

午前9時〜午後4時

東坂元

〔本島地区〕
と き

2月29日㈪

地

区

小阪、大浦、福田、尻浜、生ノ浜
泊、甲生、笠島
牛島

場

所

受付時間

午前9時〜正午
正午〜午後4時半
午前9時〜11時半

本島市民センター
牛島集会場

〔広島地区〕
と き

2月29日㈪

地

区

市井、青木、甲路、釜の越
江の浦、立石、茂浦
小手島
手島

場

所

受付時間

午前10時半〜午後1時
午後1時〜5時
午前9時半〜11時半
午後1時半〜4時半

広島市民センター
小手島漁民シンポジウム
手島自然教育センター

〔旧丸亀地区〕
と き

2月25日㈭
2月26日㈮
3月 1日㈫
3月 2日㈬
3月 3日㈭
3月 4日㈮
3月 7日㈪
3月 8日㈫
3月 9日㈬
3月10日㈭
3月11日㈮
3月14日㈪
3月15日㈫
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地

区

川西
飯野
郡家、三条
垂水
津森、今津、中津
土器
山北、柞原、田村、原田
城西、金倉
城北、新田
城坤、城乾、原田団地
市内全域
（綾歌、飯山地区含む）

場

所

受付時間

川西コミュニティセンター
飯野コミュニティセンター
ＪＡ丸亀支店
垂水コミュニティセンター

●農業、営業、不動産などの収入がある人
●生命・損害保険などの保険金を受け取った人
●医療費控除など各種控除を受ける人
●国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者で所得
がない人
●手続きのため所得証明書などが必要な人
●遺族・障害年金や失業保険など非課税所得のみの人
年金収入が400万円以下で確定申告が不要な人
も、市県民税算定のため各種控除を申告してください。

こんな人も忘れずに申告してください
●所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別
控除の金額がある人は、市県民税の所得割で控除
を受けるため、３月15日までに確定申告や年末調
整で控除の申告をお願いします。
●上場株式等の配当や譲渡所得などについて、納税
者の選択で確定申告をした場合、翌年度の市県民
税の所得割から配当割・株式譲渡所得割を税額控
除します。忘れずに申告してください。
●ふるさと納税で、ワンストップ特例を利用予定の
人が確定申告する場合、ワンストップ特例が適用
されませんので、確定申告で寄附金控除の申告を
してください。

午前9時〜午後4時
丸亀市役所別館
5階会議室

市役所別館が申告会場の
日は、構内駐車場の混雑
が予想されます。満車の
場合は市営駐車場（２時間
無料）
をご利用ください。

申告しまい
しまい

◆控除を受けるための資料
国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保
険料などの控除証明書や領収書
国民年金保険料の控除証明書
平成27年中に支払った医療費の領収書
個人年金、生命・地震保険などの控除証明書
障害者手帳、療育手帳
寄附金の受領証明書
住宅借入金等特別控除を受ける人は、住民票の写
し、登記事項証明書、借入金年末残高等証明書、工
事請負契約書や売買契約書の写し
◆その他
所得税の振替納税や還付を受ける人は、申告者本
人の通帳と届出印
税務署から届いた確定申告書（一部の人）
昨年申告した人は、昨年の申告書や収支内訳書の
控え

丸亀税務署からお知らせ
丸亀税務署 p23-2221

税務署では、申告書・収支内訳書などの提出書
類について、ご自分で作成し、
「e-Ｔax」や郵送な
どで早めに提出していただくことをお勧めして
います。
「e-Ｔax」ホームページ
http://www.e-tax.nta.go.jp
また、下記のとおり申告会場を設置し、記載方
法のアドバイスを行っています。

日 時 ２月１日㈪〜３月15日㈫
午前９時〜午後４時
（土・日曜、祝日を除く）
場 所 丸亀税務署
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第4回 健やかまるがめ２１フェスタ

げんき

元亀くん

元亀くん

「良い生活習慣を身につけよう 〜家族みんなで参加しよう〜」

2/27●
土

健康課 p24-8806

午前9時〜正午（午前8時半受付開始）

〜 内

場所/飯山総合保健福祉センター

「生きがい」がテーマの親子川柳・川柳表彰
健康づくり啓発ポスター表彰

★笑いヨガ
★丸亀どこでもMIMOCA

運

動

★ストレッチ体操(表彰式の後)
★ノルディックウオーキング
（当日整理券発行・先着順）

食

事

★よく噛むことの大切さと活動紹介
★パネル展示（試食あり）

か

加！！
参
で
族
家
やか！！
健
く
し
楽
集めて
スタンプ e t♪
景品G

げんき

元亀くん

容 〜

心の健康

丸亀市若返り筋トレ教室10年継続者表彰

健康管理

★メタボすごろく
★歯のパネルシアター
★歯科衛生士の話＆質問コーナー

♪スタンプラリー実施♪
スタンプ3つ以上で景品と交換

まかせて会員養成講座開催！

受講料無料

地域で子育ての援助をしていただける「まかせて会員」を募集しています。子どもが好きで、空いてい
る時間を有効に使いたい人、会員になって活動してみませんか？ あなたのお力をお貸しください。
日
時：2月5日㈮・16日㈫・17日㈬・19日㈮ 午前9時半〜午後2時40分
会
場：ひまわりセンター
※4日間を通して受講できない場合、
託児あり
定
員：30人
次回の講座で補講できます。
（要予約）
締め切り：2月4日㈭
対

象

活動内容
報

酬

（1時間あたり）

市内在住・在勤で心身ともに健康で子育ての援助を行いたい人
自宅で子どもを預かることのできる人
「まかせて会員養成講座」を修了した人
一時的な子どもの預かり
月曜〜金曜

保育所などへの送迎 など

午前７時〜午後７時

月曜〜金曜 上記以外の時間
土・日・祝日、年末年始（12/29〜1/3）

700円
800円

まず
ひとりで悩 る
」す
「おまかせ ！！
でござる

※まかせて会員は有償ボランティアです。

丸亀・坂出・うたづ合同

スキルアップ研修会の開催！

受講料無料

『福祉のプロに聞く！』

託児あり
日
時：2月10日㈬ 午前10時〜正午
（要予約）
場
所：宇多津町保健福祉センター
講演テーマ：「子どもの生きる力を育むために
〜子どもとのコミュニケーション〜」
講
師：四国学院大学 島影 俊英教授
定
員：80人
対 象 者：ファミサポ会員、子育てに関心のある人
締 め 切 り：2月4日㈭
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問い合わせ
島影 俊英教授

丸亀お城まつり
日㈷
3
5月 4日㈷
フリースタイル
丸亀おどり総おどり大会

第67回
げんき

丸亀市社会福祉協議会
ファミリー･サポート･センター
p22-5700

出場団体募集

今年も新緑の下、ゴールデン
ウイークに開催される丸亀お城
まつりの「丸亀おどりフリース
タイル」と「丸亀おどり総おど
り大会」に出場を希望する団体
を募集します。地域や職場の仲
間と踊って、ゴールデンウイー
クの楽しい思い出をつくってみ
ませんか。
◆丸亀おどりフリースタイル
日
時：5月3日㈷
午後5時半（予定）
◆丸亀おどり総おどり大会
日
時：5月4日㈷
午後6時（予定）
申込方法：はがきに、チーム名
（ふりがな）、人数、代表者の

文化観光課 p24-8816

氏名、住所、電話番号、「フリ
ースタイル」「総おどり」の
別を記載して事務局へ送付し
てください。
締め切り：2月25日㈭必着
注意事項：1チーム10人以上
でお申し込みください（フリ
ースタイルは、あおり・旗振
りを除く人数）
定員になり次第、締め切り
とさせていただきますので、
お早めにお申し込みください。
送付先：〒763-8501
丸亀市大手町二丁目3番1号
丸亀市文化観光課内お城まつ
り協賛会事務局あて
問い合わせ：同事務局 p24-8816

お城まつりの
ホームページが
できました！
お城まつりの各種イベント情
報をタイムリーに発信。踊り団
体の募集情報も掲載しています
ので、ぜひご覧ください。
ホームページのアドレス

http://oshiro-fes.com/

笑顔。元気。観光親善大使を募集
市内外で行われるイベントに
参加し、観光都市丸亀のイメー
ジアップのお手伝いをしていた
だく「丸亀市観光親善大使」を
募集します。
募集人数：若干名
任
期：5月2日〜平成29年
5月3日
応募資格：市内在住または市内
に勤務する18歳以上で、任期
中の各種行事に参加できる人。
ただし、高校生や芸能プロダ
クションなどと専属契約してい
る人は除く。
応募方法：応募用紙に必要事項
を記入し、３か月以内に撮影
した写真（全身・上半身）
を同封
して郵送か直接持参。
応募用紙は観光協会・文化
観光課・市民総合センターな
どに設置。市ホームページか

らもダウンロードできます。
締め切り：3月22日㈫必着
選 考 日：4月8日㈮
そ の 他：応募時に提出した
写真などは返却しません。
問い合わせ・申し込み：〒7638501 丸亀市大手町二丁目3
番1号 文化観光課内 丸亀市
観光協会事務局 p24-8816

関さんと広谷さん
文化振興賞を受賞
このたび、洋画家の関正和さ
ん（埼玉県在住）と小説家の広
谷鏡子さん（東京都在住）が、
丸亀市文化振興賞を受賞しまし
た。お二人共、丸亀市出身です。
この賞は、市の文化振興に寄
与し、その業績が顕著な人を表
彰するもので、受賞者は今回で
４人になりました。
（写真：前列左から、関さん（代理）、広谷さん）
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ご当地キャラ
スポーツフェスティバル
in 丸亀
入場
無料

3/21●
振休

時間/午前１０時〜午後３時
場所/丸亀市城内グラウンド

3月で閉鎖する城内グラウンドのフィナーレを飾
り、市のキャラクターとり奉行 骨付じゅうじゅうや、京
極くん、
うちっ娘などとふれあえる様々なイベントを
開催します。その中で、玉入れ、障害物競走、むかで
競走などを行う「ご当地キャラと大運動会」に参加し
ていただける人を募集します！子どもから大人まで、
たくさんの参加をお待ちしています。
ホームページで随時更新します。
※出演キャラクターは、
【 申し込み】
２月８日㈪〜２９日㈪にスポーツ推進課
p24-1392
※応募者多数の場合は、抽選になります。

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ありがとう丸亀市城内グラウンド！
クロージングイベント

社会保障・税番号制度❼

マイナンバー
2月14日の日曜日に個人番号（マイナンバー）
カードを受け取れます
交付通知書（ハガキ）が届いた人には、市民課で個
人番号カードをお渡ししていますが、次のとおり日曜
日も開庁しますのでご利用ください。本人確認や暗
証番号入力などで時間がかかることもありますので、
時間に余裕を持ってお越しください。
●日 時 ２月１４日㈰ 午前８時半〜午後４時
●場 所 市民課
●持参物 交付通知書（ハガキ）、通知カード、運転免
許証などの本人確認書類、住民基本台帳
カード（持っている人のみ）
●その他 市役所構内駐車場をご利用ください。
【お問い合わせ】
市民課マイナンバー専用ダイヤル p３５-７２１１
（平日：午前8時半〜午後5時）

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

葬祭場『桜谷聖苑』の使用について
桜谷聖苑 p86-1200

●火葬の申し込み
市民課、綾歌・飯山市民総合センター（閉庁時は、
各守衛室）で受け付けます。
申し込みには、死亡診断書・届出人の印鑑・火葬場
等使用料が必要です。
●霊きゅう車・待合個室・祭壇などの利用
火葬申し込みの時に確認しますので、希望される
場合はお申し込みください。会葬者が30人を越える
場合は、待合個室の利用をご案内しています。
●出棺時刻
原則として、午前9時〜午後2時です。※出棺時間
は火葬の申込順です。
●副葬品について
納棺の時に下記の物を入れると、
火葬時間が長引い
たり、
爆発などによって遺骨を傷めたりします。
また、
火
葬炉の故障の原因となりますので注意してください。
ガラス製品（眼鏡・ビンなど）、瀬戸物・陶器などの不燃物
貴金属類（時計・指輪・つえ・さい銭など）
危険物（スプレー・ライター・紙パック・缶類など）
医療機器（ペースメーカーなど）
石油化学製品（ビニール・プラスチックなど）
その他（靴・化粧品・釣りざお・書籍・水分の多いもの・
ギプス・果物・わら・米ぬかなど）
※添え花・シキビ・サカキなどは、最小限でお願いします。
9
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育児用品を
お譲りください
市社会福祉協議会では、4月から小学校就学前の乳
幼児の保護者などに、子育てを応援するため育児用品
の無償貸出事業を始めます。
そこで、
この事業に再利用するため、
ご家庭で不要に
なった育児用品を回収します。
■回収対象育児用品（6種類）
ベビーベッド ベビーカー チャイルド（ジュニア）
シート ゲートサークル ベビーバス ベビーチェア
※使用可能で、無償でお譲りいただけるものに限り
ます。
※育児用品の状態や、在庫状況により受け取りをお断
りする場合があります。
■回収場所
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
※各家庭への個別回収は行いません。
■受付時間
午前8時半〜午後５時15分（土・日・祝日を除く）
【お問い合わせ】
社会福祉協議会 地域福祉課 p22-5700
詳しくは丸亀市社会福祉協議会ホームページ
（http://www.marugame-shakyo.or.jp/）をご覧
下さい。

新たな資金調達で地域の人を応援します
市民活動推進課 p24-8809

今話題のクラウド
ファンディングってなに？
クラウド

市も参加している
FAAVO香川が開設
したでござるよ！

ファンディング

Crowd（人々、一般大衆）とFunding（資金調達）
を合わせた造語で、提案者の企画に賛同する人から、
インターネットなどを通じて必要な資金を調達する
仕組みです。企業の商品開発や市民団体の活動、個
人の思いの実現などに利用されています。

学べるイベント
があるよ！

「出身地と出身者をつなぐ」ことをコンセプトに、地
域に特化したクラウドファンディングサイト「FAAVO
香川」が開設しました。丸亀市もオフィシャルパート
ナーとして参加し、同サイトを運営する富士ホールデ
ィング株式会社と協定を締結。詳しくはホームページ
（https://faavo.jp/kagawa）をご覧ください。

いま知りたい！
クラウドファンディング活用術
◆日
◆場
◆内

時 ２月１０日㈬午後１時半〜３時
所 生涯学習センター
容 ことでん代表取締役社長 真鍋康正さん、
物語を届けるしごと／デザイナー 坂口祐
さん、㈱サーチフィールド 八木輝義さ
んによるトークセッションほか
◆その他 終了後にワークショップ（要申込・先着順）
あり
【問い合わせ】市民活動推進課 p２４-８８０９

11月19日に行われた合同調印式

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
2月
［時間］午後3時〜・午後7時〜 ［場所］
イベントホール

［時間］午前11時半〜・午後3時半〜 ［場所］
イベントホール

［時間］午後2時半〜・午後4時〜 ［場所］
イベントホール

［時間］午前11時半〜・午後3時〜 ［場所］
イベントホール

［時間］午後1時〜・午後4時〜 ［場所］
イベントホール

2016年2月 ● 広報丸亀
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永久平和を願って

母とつないでいた手が離ればなれに

私の戦争体験談 ❸

次世代に戦争体験を語り 継ぎたい

高

空

襲

玄関で休んでいた痛々しい姿は︑
今なお心に焼き付いている︒
そして︑私達一年生は翌朝自宅
待機を命ぜられて一時帰宅した
が︑その後被弾した万代さんはガ
え そ
ス壊疽を併発し入院先の岩崎病院
いま
で亡くなられた︒未だ数え年十五
才︵現在の中学三年生︶の若さで
けな げ
あった︒軍では彼女の健気な活躍
たた
を称え︑その死を悼み海軍葬を以
って送ったが︑余りにも悲しく痛

送付・問い合わせ
〒763-8501丸亀市大手町二丁目3番1号
秘書広報課 p24-8801
hishokoho-k@city.marugame.lg.jp

しょう

容
戦争体験や戦争中の生活を伝える体験談400
字〜最大2000字（原稿用紙１〜5枚）・資料など
（使用後返却）

応募方法など
住所、氏名、年齢、電話番号を記入して郵送
か持参またはＥメールで秘書広報課まで。順次
広報丸亀などで紹介させていただきます。

昭和二十年七月四日未明︑米空
軍Ｂ の無差別爆撃によって︑四
国の玄関口高松は︑市街地の大半
かいじん
が灰燼に帰した︒今から七十年前
の事である︒
私は︑その時︑高松赤十字病院
の救護看護婦養成所へ四月に入所
したばかりであった︒
当時高松赤十字病院は︑呉海軍
病院の分院として海軍の管理下に
あり︑海軍の傷病兵を収容すると
共に︑外来と一病棟のみに一般患
者を収容し診療を行っていた︒
すでに戦局は悪化しており︑病

松

なればと一緒に担ぎ︑運動場を経
て西門から空き地へ出た︒避難指
示をしてくれた白衣の男性が石井
兵曹長であったと後で知った︒
その間もＢ の空爆は衰えぬば
さら
院では空爆に曝された場合を想定
かりか︑連なって急降下しては焼
して綿密な対策を立て︑職員や看
夷弾を投下して行く︒
護婦一人ひとりにその方策を周知
その数︑実に百十六機の編隊で
徹底し︑訓練が行われていた︒
あったと︒
かば
魔の七月四日︑空襲警報発令と
その都度三人で患者さんを庇い
同時に始まった空爆は想像を絶す
ながら身を伏せていたが︑弾にあ
るものであった︒
たかも自分の頭や背中を狙い撃ち
その時私は︑前日に亡くなった
されている様な非常な恐怖であっ
軍患者さん
た︒周囲の
の通夜の当
民家からも
番で︑宿舎
次々と火の
から霊安室
手が上が
七月四日 惨 禍 を 語 り 平 和 を 祈る
―
―
へと急いで
り︑大きい
前塩屋町 児玉 一枝 さん
いた︒する
爆発音と共
と﹁そこの
に２階建て
看護婦︑早く防空壕へ入れ﹂と防
の高い建物の棟が落ちて︑真昼の
空壕の上に仁王立ちの白衣の男性
様に照らし出される︒と︑それを
の声がした︒急ぎ宿舎の防空壕に
目標に又Ｂ が急降下し︑焼夷弾
飛び込むと︑すでに数人が避難し
が投下される︒その弾は自分達の
さく れつ
て居たが︑私が入ると同時に宿舎
周りにも落下し炸裂する︒その様
い
に焼夷弾が命中したのであろう
は正に生き地獄であった︒
もの すご
か︑物凄い爆発音と共に火炎と熱
二時間近い長い空爆が終わり夜
風が︑壕の内に舞い込んだ︒する
が明けてみると︑当時四国最大の
と再び﹁早く運動場へ逃げよ﹂と
規模と設備を誇った四千四百坪の
の声︑急ぎ壕を出てすでに炎に包
病舎は跡型も無く︑鉄筋コンクリ
まれていた病棟の廊下を駆け抜け
ート建の研究棟一棟だけが外郭の
て運動場へ︒その時担架を担いだ
みを残し︑一万一千坪の敷地は︑
が れき
二年生と遭遇︑少しでも手助けに
ただ黒々と瓦礫の山と化していた

内

みゆき

のである︒
その様な中︑全員が一致し︑分
散避難していた患者さんを助け出
し空き地に誘導した︒
け が
幸いにも︑一人の怪我人もなか
たま もの
ったのは︑平素の訓練の賜物であ
ったのだろう︒
ばん だい
しかし︑養成所一年の万代幸さ
んが肩に︑後藤さんが膝に焼夷弾
の直撃を受け負傷された︒患者さ
も
んを身を以って守った為である︒
その後︑石井兵曹長︑山下婦長
の指揮の下︑順次隊列を整え昭和
町の海軍人事部へ︒そこで地域の
婦人会の方々の炊き出しの﹁おに
ぎり﹂をいただき︑再び炎天下を
徒歩で鬼無駅まで担送護送した
︵高松駅は空爆で機能を失ってい

ましい限りであった︒
この空襲で尊い命を落とされた
方は︑千三百五十九名にも上ると
いう︒心からご冥福をお祈り申し
上げたい︒
また︑聖戦という名の下で戦っ
い か
た先の戦が如何に残酷悲惨であっ
たか︑その様は七十年を経た今も
私の脳裏から消えることはない︒
さん か
そして︑その惨禍を語り継ぐ事
も︑生き永らえた者の責務であろ
つづ
と
うと︑その有様と思いを綴り︑永
わ
久の平和を心から願い︑祈り続け
たいと切に思うのである︒

ゆかり

激突すると、爆発して、燃えながら焼夷剤を四方に飛
び散らす爆弾です。
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︵平成二十七年九月記︶

載 「広報丸亀」1/2ページ程度
順次掲載
作品及び点数 丸亀市に縁のある絵画、書、
版画、写真、立体的な作品は
写真
２〜３点以内（応相談）
作品の大きさ 概ねＢ５判〜Ａ３判
問い合わせ・申し込み
秘書広報課 p24-8801
掲

して、中から多数の子爆弾が飛び出します。地面に
昨年、戦後70年の節目の年にあわせて、二度と
戦争を繰り返さないために、広報丸亀で「戦争
体験記」を募集しました。お寄せいただいた体
験談を掲載した11月号をご覧になった皆さんか
ら、寄稿や問い合わせを多くいただいています。
秘書広報課では、戦争を知らない世代に貴重
な体験を語り継ぐため、引き続き体験記などを
募集します。

絵 高松空襲を子どもたちに伝える
会発行﹁えほん高松空襲﹂より

を開いてみませんか

カプセルのような爆弾が投下され、落下途中で分解

秘書広報課
p24-8801

た︶
︒
鬼無からは汽車で琴平まで移動
し︑琴平では敷島館を本部に六か
所の旅館に分宿避難した︒私は敷
島館でお世話になったが︑その時
お かみ
の女将さんのお心のこもったおも
てなしは︑本当にありがたく思い
出に残るものとなった︒
その夜も何回となく警報が発令
され︑その都度山際まで避難した
ので︑万代さん達が︑担架のまま

「広報丸亀」で 個展

Ｂ29から焼夷剤を装填した子爆弾を収納している
秘書広報課 p24-8801

29

444444444444444444444444

444444444444444444444444444444

作品募集

当時、木造家屋が多い日本の都市攻撃には「対象

「戦争体験記」

29

新企画 市民ギャラリー

を燃やす」ことを目的とした焼夷弾が使われました。

などを募集します

29

Ｂ29（大型爆撃機）の焼夷弾
平和のために語り継ぐ

中新町のロータリーの水槽は地獄絵に

症 予 防 教 室﹂︒

月は古里の歌

奇数月に行われている﹁認知

♪あぁ丸亀城

脩さん

をつくる会︵丸亀里歌会︶の杉田

たかおさ

小中一貫

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

んをお迎
えして︑
﹁あぁ丸
亀城﹂や
懐かしい
曲を大合
唱︒お腹
から大き
な声を出
してストレス発散！楽しい時間
を過ごしました︒それから数日
後︑大正琴・唱歌・民踊クラブ
が﹁あぁ丸亀城﹂の練習開始︒
今秋の﹁みなみのまつり﹂で披
露しようと頑張っています︒ク
ラブの枠を越えて︑コラボでき
ればステキですね︒

学校で 習った英 語を生かし て発
音して いてとて も素晴らし いと
思いました︒１年たっただけ
で︑こ んなにも 成長できる とは
思って もみなか ったので︑ とて
も感心 しました ︒私も頭と 心を
鍛え︑中学校に進みたいです﹂
﹁私 は国語の 授業をして いる
クラス を見に行 きました︒ そこ
で﹃返 り点﹄と いう中国の 文の
記号に ついて習 っていまし た︒
﹃レ点 ﹄と﹃一 二点﹄の働 きは
聞いて いてよく 分かりまし た︒
楽しかったです﹂
部活 動や授業 を見学して ︑西
中学校 へのあこ がれがふく らん
だようです︒

環境安全課（p24-8836、o25-2409）
メールアドレス
（kankyo-k@city.marugame.lg.jp）

月は﹁男の料理教室﹂﹁親

問い合わせ

子クリスマスケーキ作り﹂など

応募用紙の記載内容を総合的に審査して
選考（結果は全員に通知）。

色々な方が参加できるイベント

選考方法

も行われました︒

市役所案内所、環境安全課、市民総合セン
ター、市民センター、
コミュニティセンター
に設置。市ホームページでも入手可。

少子高齢化は着実に進行しつ

中学校授業参観の説明を受ける小学生

問 い 合 わ せ：政策課（p24-8839）
応募用紙
など

つあります︒住み慣れた土地で

応 募 用 紙 に必 要 事 項を記 入し、環 境 安
全課へ提出（郵送、ファクス、直接持参、
メール）。

元気に暮らすためには︑人と会

応募方法

って大声で笑い︑楽しい時間を

無料（入場整理券が必要）
２人

過ごすことが大切では ……
︒
﹁あそこに行けば誰かに会え

料金
募集人員

る・元気をもらえる﹂コミュニ

整理券配布場所：政策課、教育部総務課、
綾歌・飯山市民総合センター、
中央・綾歌・飯山各図書館

西学校群 西中・城坤小・
城西小・城南小

市総合教育会議
アドバイザー
2年（4月1日〜平成30年3月31日）
期
任

ティセンターがそんな場所であ

講師

●部活動見学
月︑ 月の土 日に︑保 護者
と一緒 に西中学 校の部活動 参観
に出かけた小学校児童の声です︒
﹁始めに︑２年生と１年生が
全員そ ろってス トレッチを 念入
りにし ていまし た︒試合形 式で
練習し ているよ うでした︒ たく
さんの 人がいた ので︑ぼく も早
くレギ ュラーに なれるよう に頑
張りたいです﹂︵サッカー部︶
﹁教 室の中で 最初は騒が しか
ったけ ど︑部活 が始まると 目の
前の人 と必要な ことだけし ゃべ
ってと ても静か でした︒風 景画
を描いていました︒中学校で
は︑ぼ くも美術部 に入って 絵を
描きたいです﹂︵美術部︶
●授業見学
今年 度は︑三小 学校が一 校ず
つ中学 校の授業を 見学に行 きま
した︒ 見学後の小 学校児童 の感
想です︒
﹁今 日︑中学１ 年生の授 業見
学があ りました︒ 私が見た 教科
は英語 です︒英語 の授業で は小

応募資格

市内に在住または通勤・通学し、任期開始
日現在において20歳以上の人。
※市議会議員、市職員、2つ以上の審議会
に委嘱されている人を除く。

ればいいなと思っています︒

1300人

教育委員会 p24-8821

午後2時〜3時（午後1時20分開場）
安全安心まちづくりに関する情報を共有し、
施策の実施に関する基本的事項を協議。

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

定員

学校群

委 員 の
任
務

こう き

尾木 直樹さん

オ：おはようございます ア：ありがとうございます
シ：失礼します ス：すみません

市民会館大ホール

西

自立と
共生
❺

3/6
日時

目標：オアシスを自分からできる子どもに育てよう
場所

11

尾木ママ
講演会
安全安心まちづくり推進協議会委員
2/19㈮

12
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10

丸亀市総合教育会議
アドバイザー

審 議 会 等 委 員 募集
締め切り

城南コミュニティセンター
香川
会長
「みなみのまつり」が楽しみ

弁士6名「生きがい」
を熱弁
「高齢者による弁論大会」盛況

投稿

70

コーナー

で楽しい大会になり︑﹁光輝高齢者﹂
という新語も出ました︒
この大会を通して驚いたことは
①弁士の依頼に困らなかったこと
②会場が一体となり盛り上がった
こと③開催後多数の方から﹁参加
して良かった﹂とお礼の言葉をい
ただいたことです︒次回の開催が
楽しみになりました︒
︵弁士の紹介と弁論要旨 発表順
敬称略︶
石原勝美
︵代読︶ 年ほど前に
母の介護を終え︑空虚になっ
ていたが趣味の歌で癒やされ︑
週一回のレッスンが楽しみ︒
三村芳輝 ７年前から始め
た民生委員活動で︑価値観が
変わり地域の福祉活動に強い
興味と生きがいを持つ︒ 網
谷徳子 夫の介護を終え︑自
分の大きな病気も克服した︒
今は︑活躍している県外の孫
の成長が楽しみ︒ 渡邊昭
子どもの頃買った﹁竹笛﹂が
きっかけで︑定年後は﹁尺八﹂の
指導的な立場に︒ 尾松静子 多
趣味で家族から心配されるほど多
忙な毎日︒﹁光輝高齢者﹂と積極
的に生きる︒ 十河博子 十数年
前夫を亡くし﹁お城﹂でスケッチ
を始め︵お城サロン︶来城客に︑
絵手紙などを贈る活動の悲喜こも
ごも︒
10

11

皆さんからの投稿を
募集しています。文化、
健康、安全など身近な
テーマについてのご意
見やご提案をお寄せく
ださい。
詳しくは、秘書広報
課
（p24-8801）
まで。

12

城北コミュニティ福祉部
会長 三村芳輝さん

いいね！ ❺
コミュニティ
12

去る 月 日㈯︑﹁第１回高齢
者による弁論大会﹂を開催致しま
した︒テーマは﹁私の生きがい﹂
についてで︑弁士は 歳以上の方
です︒弁士６名を含む１３５名の
参加で︑会場は熱気に包まれ
ました︒
大会の目的は︑色々ありま
すが︑高齢化が進むなかコミ
ュニティにこのような楽しみ
の場があ
っても良
いのでは
と考えた
こと︑ま
た︑これ
がきっか
けで一人でも
多くの方が︑
コミュニティ
活動に関心を
持ってほしい
と思ったこと
です︒
弁士６名の
個性ある発表
12

なごやかに「男の料理教室」

のア
ル
まち
t & t o pi c
バ ム
s
even

1.10
天守入城者10万人突破！
！
丸亀市合併10周年を迎えた
2015年、丸亀城天守の年間入
城者数が、10万人を突破しまし
た。歴史ブームなどで入城者数
は年々増加傾向でしたが、10万
人を超えたのは初めてのこと。
12月29日 ㈫ に 天 守 前 広 場
で行われた10万人突破記念セ
レモニーでは、甲冑（かっちゅう）
姿の梶市長、観光親善大使、丸亀
市専属住みます芸人「丸亀じゃ
んご」、市のキャラクターとり奉
行 骨付じゅうじゅう、京極くん、
うちっ娘など、丸 亀 おもてなし
オールスターが総出で歓迎。
10万人目の入城者となった神奈川県の上田知明さんには、梶市長から認定証と記念品が贈られました。
高さ日本一の石垣に鎮座して400年の歴史を刻む丸亀城。今年もさまざまなイベントを企画していますので、ぜひ
丸亀城へお越しください。
よろしくお願いします。

市民の生命と財産を守る地域防災の担い手、
消防職員・団員が、東中学校グラウンドに集合し、
丸亀市消防出初式が行われました。
団員、車両の分列行進の後、梶市長が年頭の
あいさつ。優秀分団や優良消防職員、団員に加
え、それを支えた家族への表彰が行われました。

1.15
就労困難者の自立に向け連携
障がい者や引きこもりの若者など、働くことに問題を抱える
人の自立に向け、市は障がい者雇用を支援するアイエスエフ
ネットグループと協定を締結しました。
今後、雇用創出や就労支援、ユニバーサル就労に関する研
究などで連携します。

「見えないワタシ」が企画賞受賞

政秋
さ
ん

歳︶

葵さん

と笑顔で︒自家製野菜が
中心の食事︑週１回のペタ
ンクを 楽 し む な ど ︑お 手
本のよ うな 健 康 そのもの
の生活です︒
﹁ どこへ行っても〝 最
高齢者〟
﹂と少し寂しそ
うに︒﹁でも今も車で買
い物や温 泉にも出かけ
るんよ﹂最後に﹁東京
オ リンピックを 見て百
歳越えまで頑張るよ﹂
応援します︒
︵中年明︶

似顔絵
城南小１年 早川

（一財）地域活性化センターが、優れたセンスで地域情
報を発信しているパンフレットを選ぶ「ふるさとパンフレ
ット大賞」の企画賞に、平成26年８月に市文化観光大使
の山下貴光さんが執筆した青春ミステリー小説「見えな
いワタシ」が選ばれました。

92

髙畑

29

131

︵三条町・

正治

﹁早寝早起きの毎日︒４
時には起きて︑新聞をゆっ
くり読んで︑体操と散歩﹂

梶

こんにちは
皆さん

市長

リユースでみんな幸せ

リユース︵再利用︶という言

葉をご存じですか︒ものを大切にすることは︑地球環境にも私たち

の家計にもやさしい︑とてもよいことです︒自分の家では不用にな

ったものでも︑入用の人に使ってもらえれば︑みんなが幸せです︒

丸亀市では︑来年度から﹁子育て用品の無料貸し出し事業﹂を行

う予定です︒新品も購入しますが︑お家に眠っている育児用品を寄

附していただければ︑税金の支出なしで皆さんが喜べるシステムが

出来上がります︒まだ使える育児用品があれば︑社会福祉協議会に

ご連絡ください︒リユースを市全体で実行しましょう︒

ユリカモメたちが帰

ってきました︒毎年こ

梶の種

の時季になると︑お堀

の﹁みその橋﹂の欄干にきれい

に並んで翼を休めています︒

さて︑今年も香川丸亀国際ハ

ーフマラソン大会が︑２月６日

㈯︑７日㈰︑国内外からのトッ

プランナーをはじめ︑１万人以

回の記念大会︒戦後

上が参加して開催されます︒今

回は︑第

2016年2月 ● 広報丸亀

すぐに始まった歴史ある大会

が︑ふるさと丸亀を中心に繰り

広げられることを誇りに思いま

す︒市民の皆さんと一緒に声援

を送りたいと思います︒

15

70

知っとん

寒空の下、
りりしく消防出初式

2016年2月 ● 広報丸亀
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2月の市税など

暮らしのカレンダー

2月

健康行事
25日㈭ 飯山総合保健福祉センター

●人権相談

午前9時半〜11時半

1日㈪

ひまわりセンター

22日㈪

午後1時半〜3時半

綾歌保健福祉センター

3日㈬ 飯山総合保健福祉センター

午前9時半〜11時半

●歩行プール夜間説明日（前日午前中までに要予約 p24-8806）

当番医は変更することがあります。内容などは、
「医療ネットさぬき」で確認できます。 QRコード

9日㈫ 男性
19日㈮ 女性

飯山総合保健福祉
センター

7日㈰

11日㈷
14日㈰

21日㈰
28日㈰

2日㈫ 飯山総合保健福祉センター

内 はやしクリニック
□
外 笠井外科胃腸科
□
内 曽根クリニック
□
内 楠原内科医院
□
整 整形外科・小児科安藤医院
□
内 ふたご山クリニック
□
脳 岸川脳神経外科
□
内 おおつか内科医院
□
外 中野外科胃腸科
□
小 杢保小児科医院
□
内 宮野病院
□
外 香川クリニック
□

【歯科】

p23-5115
p23-4666

母子保健行事

p24-8000
p25-2828

●離乳食講習

p22-3667
p25-2525
p98-2010

●3か月児健康診査

p22-3171
p22-2311

ちよ歯科医院（善通寺市）

p62-0617

14日㈰

高尾歯科医院（善通寺市）

p62-5000

21日㈰

ミント歯科クリニック
（善通寺市）

p56-5141

資料館だより

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 祝 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月
ＧⅠ第59回四国地区選手権競走

ナイター
場外発売

徳山
宮島ＧⅠ中国地区

尼崎ＧⅠ近畿地区
児島
AL

⇒ 児島ＧⅢオールレディース

若松 ⇒

日本モーターボート
選手会会長杯

丸亀市議会議長杯

芦屋
多摩川ＧⅠ関東地区

住之江

ＧⅠ住之江周年

ＧⅠ芦屋周年

平和島ＧⅢオールレディース 三国ＧⅢオールレディース 江戸川ＧⅢオールレディース

2016年2月 ● 広報丸亀
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

役

25日㈭

所

6日㈯
19日㈮

飯山市民総合センター

9日㈫

栗熊コミュニティセンター

10日㈬

市

役

市

役

蒲郡ＧⅠ東海地区

桐生
若松

午前9時〜午後5時

ひまわりセンター

午前9時〜午後0時20分

受付開始

1/18から

午後1時20分〜4時40分 2/8から

●無料法律相談（要予約 p22-5700）

午前9時〜正午

9日㈫

ひまわりセンター

午前9時〜正午
【定員：各回6人】

10日㈬ 飯山総合保健福祉センター
17日㈬

午前9時半〜11時半

市役所西館２階
こども未来部分室

綾歌保健福祉センター

●司法書士相談（要予約 p22-5700）
23日㈫

●発達障がい児個別相談（要予約 p85-6613）
1日㈪

ひまわりセンター

次回3月5日㈯の相談は、2月22日㈪から受付開始

所

所

午後1時〜4時半

●弁護士無料法律相談（要予約 p35-8891）

午前9時〜正午

1日㈪

飯山北コミュニティセンター

ひまわりセンター

午前9時〜正午

●介護相談（要予約 p22-5700）

午前9時〜正午
午後1時〜4時

10日㈬

ひまわりセンター

市 民 相 談

月〜木曜、
第5金曜日

（電話相談不可）

相談場所
市

役

時

午前9時〜正午

所

第1・3金曜日

栗熊コミュニティセンター

第2・4金曜日

飯山市民総合センター
市

役

所

第1・3金曜日

飯山市民総合センター

第2・4金曜日

栗熊コミュニティセンター

■問い合わせ・申し込み

間

午前9時〜正午・
午後1時〜4時

午前9時〜正午・
午後1時〜4時

問い合わせは、
市民相談室 p35-8891

無料税務相談＝毎週月曜
（午後1時〜3時）
・四国税理士会丸亀支部 p22-0041
少年相談＝平日・少年育成センター q 0120-734970
家庭児童相談・女性相談、
母子自立支援相談＝平日・子育て支援課 p24-8808
不動産無料相談＝第1・第3金曜午後1時〜3時半・
市民会館、
（公社）
宅建取引業協会 p087-823-2300
ボランティア相談＝平日・丸亀市社会福祉協議会 p22-5700

p23-4141
（火曜休館）
好評発売中

第14回 まるがめクラシック
ギャラリーコンサート

歌劇「椿姫」ハイライト上映（原語）
指揮：守山俊吾
2月14日㈰ 午後2時開演
●入場料＝一般２０００円ほか（自由席）

アイレックス

健康行事
母子保健行事

健 康 課 p24-8806

行政相談
弁護士無料法律相談

市民相談室 p35-8891

行政書士相談

県行政書士会 p087-866-1121

無料法律相談
司法書士相談
介護相談

社会福祉協議会 p22-5700

障がい者（児）相談

福 祉 課 p24-8805

人権相談

人 権 課 p24-8811

定例農家相談

農業委員会 p24-8826

p86-6800

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

（水曜休館）

URL http://www.marugame-ilex.org/

《アイレックス》

ご来場ください

第19回あやうた音楽祭

2月21日㈰ 午後１時開演
出演＝市内合唱団ほか
ゲスト＝和田絵里子（ヴァイオリン）
●入場料＝無料

さぬき若者サポート p58-1080
ステーション

サポステ出張職業相談

「愛すべき世界」
※会期中無休

若松
蒲郡

新春 和の祭典2016

本展では、4人の作家が世
の中にある課題をそれぞ
れ自分のものとしてとらえ、
深く考えることから生まれ
た作 品を紹 介します。作
品を通して、私たちが今い
る世界をこれからどう生き
るか、考えてみませんか。

ご来場ください

「民謡・民舞・大正琴・エイサーほか」
2月21日㈰ 午前10時開演

医療機関の適正な受診にご協力ください。→

3月27日㈰まで開催中

開館時間：午前10時〜午後6時（入館は午後5時半まで）

GⅢ尼崎
企業杯

大村ＧⅠ九州地区

《2階常設展》生駒 山﨑 京極の歴史と文化展

17

市

《市民会館》

下関

仏像修復に際し、
（公財）住友財団の文化財維持・
修復助成をいただきました。

デ イ
場外発売

18日㈭

URL http://www.marugame-hall.org/

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

若松

絹本著色仏涅槃図

2/5（金）〜10（水）

丸亀開催 ボートピア朝倉
（ナイター）開設23周年記念
モーニング
唐津
場外発売

5

●よろず丸亀サテライト（無料経営相談所）
（要予約 p24-8844）

●行政書士相談（予約可 p087-866-1121）

市民会館

（イベントなど詳しくは8ページ）

常滑

日時＝2月7日㈰まで
午前9時半〜
午後4時半
場所＝資料館１階展示室
入場料無料
休館日 月曜日

午後1時半〜2時半

ひまわりセンター

GⅠ第59回四国地区選手権競走

2月

午前10時〜正午

■その他の相談

綾歌保健福祉センター

24日㈬

飯山市民総合センター

午後1時半〜2時半

●3歳児健康診査
18日㈭

4

25日㈭

栗熊コミュニティセンター

交通事故相談

ひまわりセンター

4日㈭

3

午前10時〜午後3時

所

月・水曜、
第5金曜日

25日㈭ 飯山総合保健福祉センター

p63-0888

p22-5366

金輪寺仏像修復記念「手島の文化財展」

午前9時半〜10時半

●1歳6か月児健康診査
17日㈬

役

相談日
（祝日を除く）

ひまわりセンター

10日㈬

2

午前10時〜11時半

ひまわりセンター

23日㈫

市

25日㈭
ひまわりセンター

19日㈮ 飯山総合保健福祉センター

診療時間 午前9時〜正午

氏家歯科診療所（善通寺市）

午前9時半〜11時半

1

●サポステ出張職業相談

18日㈭

14日㈰ 飯山総合保健福祉センター

16日㈫

所

●障がい者（児）相談（要予約 p24-8805）

●マイナス1歳から始まる子育て講座《プレパパママ・シニア編》

7日㈰

28日㈰

午前10時〜11時半

p21-1711
p86-3005
p22-5496

24日㈬

役

●定例農家相談

午後6時〜7時

●すこやか体操教室（筋力アップ）

休日当番医

市

1日㈪
19日㈮

●理学療法士による相談

一般：p087-812-1055
小児：p＃8000 か p087-823-1588

10日㈬

●行政相談

●栄養相談（要予約 p24-8806）

発熱など急病のときの対応について、看護師が電話で
相談に応じます。

固定資産税/4期分 国民健康保険税/8期分
納付は
便利な
後期高齢者医療保険料/8期分
口座振替で
（納期は2月10日〜29日）

暮らしの相談

●こころの健康相談（要予約 p24-8806）

《夜間の救急電話相談》
午後7時〜翌朝8時

2016.February

ミヤギフトシ《花の名前》2015年 ⒸFutoshi Miyagi

→受診時には、保険証・医療証の提示もお忘れなく！

※本展は、宝くじの助成を受けて実施します。
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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
◯

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

19

（株）
四電工香川支店 情報通信本部

正治 氏
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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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■
時 日時 ■
所 場所 ■
対 応募資格・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

贈与税の税率等が
変わりました

されました︒詳しくは︑同局ホ

l同大学入試課︵q０１２０︱
４５９︱４３３︶

㈯午後２時
y①ひまわりセンター②県立丸
亀病院③三船病院︵柞原町︶
uお酒で悩んでいる人や家族

ームページ
︵ http://kagawarou
︶
doukyoku-jsite.mhlw.go.jp/
をご覧ください︒
j近隣の市・町でも開催

中讃保健福祉事務所
︵p２４︱

古市さん
︵p８６︱３６７５︶︑

l︵ 公 社 ︶県 断 酒 会 仲 多 度 支 部・

�３月６日㈰午後１時半
９９６３︶

日㈯午前 時〜 時

h無料

uどなたでも

yひまわりセンター４階

�２月

﹁えーかっこで元気におろな﹂

姿勢と健康の講演会

yひまわりセンター３階

ひとり親家庭の新入生お祝い会

l同局賃金室︵p０８７︱８１
１︱８９１９︶

歯科健診はお済みですか？

部会員または入会希望者で︑

u県母子寡婦福祉連合会丸亀支
４月に小・中学校に入学する

年４月１日時点で 歳

の人に︑昨年６月︑歯科健診の
ひとり親家庭

平成
受診券を送付しました︒まだ受

日㈮までに︑同支部・

青木さん︵p０９０︱７６２

︱４５０８︶

田さん︵p０８０︱３９２６

lさぬきえーかっこくらぶ・石

しい﹁姿勢と健康﹂の話

g子どもから大人まで知ってほ

日㈯の午後︵要予約︶

�３月６日㈰午後１時半〜４時

﹁耳の日﹂記念講演会

法テラス相談︑成年後見相談
y善通寺市民会館︵善通寺市︶

h
付優先︶
l前日までに︑
同会
︵p０８７︱
８２１︱５７０１︶

お酒で悩んでいませんか
日

日㈭午後６時②２月

日㈰午後１時半③２月

�①２月

gダンディズム漂う男たちによ

補聴器でお悩みの人や家族
g①難聴のはなし②補聴器の上
手な買い方・使い方
h無料
k不要
︱８６７︱２６９６︶

l県障害福祉相談所︵p０８７

出発＝ ㌔㍍コース 午前７時
半︑

分︑５㌔㍍コ

・ ㌔㍍コース 午前

ース 午前

８時半・８時

y番の州公園管理事務所︵坂出
人︵申込順︶

市番の州公園５番地︶
i①・②とも

g①松について

y ＪＲ坂出駅前市民広場︵坂出市︶
u健康で歩ける人
g①崇徳上皇・へんろ道コース︑
・ ・

②瀬戸大橋・万葉の島コース
︵①・②とも５・
㌔㍍コースあり︶
h一般１８００円︵当日２２０
０円︶︑中高生１０００円
︵当日１２００円︶
k３月５日㈯までに同実行委員
会︵p４５︱４４０１︶

郡家剣道少年団員
�毎週月・土曜午後６時〜８時
y郡家小学校新体育館
h①・②とも５００円

j稽古日は自由見学可

h月額２０００円

u幼児〜大人
k①・②とも２月１日㈪から

l日浦さん
︵p２８︱６４７９︶
理事務所
︵p４５︱６８２０︶

第 回讃岐うどん
つるつるツーデーウオーク
３日㈰

�①４月２日㈯②
当日受付＝ ・ ・

㌔ ㍍コース
午前６時から︑
５㌔㍍コース
午前９時から
︵両日とも︶

人

日㈭午前 時

９︱６７２９︶

k小阪さん︵p０９０︱９７７

j裁縫道具持参

h６５０円

i

yスペース１１４︵本町︶

�２月

お楽しみ講座
コースター作り

l申込方法など詳しくは︑同管

②落葉樹について

時

h指定席５５００円

日㈰①午
時

分②午後１時半〜３時 分

前９時半〜

�２月

②落葉樹の剪定

①松の冬期剪定

せん てい

●ガーデンセミナー

坂出緩衝緑地から

８０︱８６３５︱６５８０︶

kチケット予約センター︵p０

る四重奏

u聞こえに不安を持っている人︑

分無料︵法テラス相談の受

g一般相談︵登記・法律相談︶
︑

y市民会館

�２月

県司法書士総合相談センター

香川県司法書士会から

１︱４６５６︶

k２月

アトラクション

g茶会︑
お祝い品のプレゼント︑

診していない人は︑受診期限の
２月末までに受診しましょう︒
l県後期高齢者医療広域連合
︵p
０８７︱８１１︱１８６６︶

香川運輸支局から
年度末は窓口が混雑しますの
で︑自動車の検査︑廃車︑名義
変更などは︑早めの手続きをお
l同局自動車登録業務案内︵p

願いします︒

ら︑税率︵暦年課税︶の 改 正 及
０５０︱５５４０︱２０７５︶

平成 年分の贈与税の 申 告 か
び相続時清算課税制度適 用 の 際
の要件が改正されていま す ︒
詳しくは︑国税庁ホー ム ペ ー
︶を
http://www.nta.go.jp
ご覧ください︒

ジ︵

日㈮

０９０︱９７７０︱３４８６︶

︵p
k２月 日㈯までに西川さん

h無料

や再生の方法など

g残したい着物・帯の見分け方

y生涯学習センター４階

jセンター試験利用入試もあり

出願締め切り＝２月 日㈫

y同大学︵善通寺市︶

�２月

四国学院大学一般入試
l丸亀税務署
︵p２３︱２２２１︶
︵Ｂ日程︶
香川労働局から
平成 年 月 日と 日から︑
特定︵産業別︶最低賃金 が 改 正

終活セミナー
�毎週木曜午前 時〜正 午
y終活ＢＡＮＫ相談ルー ム ︵ 土
器町東︶
儀︑墓石︑遺言書など

アビリンピックかがわ
�２月６日㈯午前８時半〜午後
３時半
ンセンター︵高松市︶

yかがわ総合リハビリテーショ
g障害者技能競技大会
j見学自由
l 独 立 行 政 法 人 高 齢・障 害・求 職
者雇用支援機構香川支部︵p
０８７︱８１４︱３７９１︶

満濃池森林公園
冬の野鳥観察会
�２月７日㈰午前９時〜正午
y同公園︵まんのう町︶
g日本野鳥の会香川県支部の専
門家が案内する観察会
h無料
l同公園管理事務所︵p５７︱
６５２０︶

チャリティーコンサート
﹁古澤巌タイフーン﹂
日㈭午後７時
yユープラザうたづ
︵宇多津町︶

�３月

関連施設

幼児科（音楽）11:30〜
トーキッズ（英語）10:30〜

☎０８７７-２２-８８３３
丸亀市土器町東七丁目８８６
※体験レッスン参加希望者は必ず
事前にご連絡下さい。

2人部屋の
空室あり
ヤマハ音楽教室 / 英語教室のホームページから
も体験予約できます。

丸亀市土器町東七丁目８８６

☎０８７７-２２-７３１１

http://www.miyano-hp.com

〈4〜5 歳児対象〉

消化器内科 循環器科 リハビリテーション科
小児科 アレルギー科

1月 31

ヤマハ音楽教室丸亀南センター
TEL0877-28-0011

おんがくなかよしコース（音楽）10:00〜

２月の体験のお知らせ

日（日）

ところ 丸亀南センター
〈3 歳児対象〉

青の山荘
宝樹リノ
あおのやま
綾 歌 荘
あ やうた
くりく ま

ヤマハ音楽教室 / 英語教室

内科

科
科
内
小 児
浦
ち こ
とき

TEL22-3171

g相続︑贈与︑年金︑保 険 ︑ 葬
h無料
j電話で事前申込が必要
l終活バンク株式会社︵ p ８ ５
︱５１７７︶

四国医療専門学校﹁健康教室﹂

y同校附属鍼灸治療院・ 接 骨 院

�２月 日㈭午後２時〜 ３ 時 半
︵宇多津町︶
いて﹂や︑お灸や健康体操など

g院長による講座﹁冷え 性 に つ
h無料
l同校︵p４１︱２３４ ５ ︶

京極高朗公命日慰霊祭
�２月 日㈰午前 時半
y玄要寺高朗公墓所︵南 条 町 ︶
uどなたでも
h無料
k不要
︵p２２︱４５６４︶

l讃岐京極会事務局・原 田 さ ん

古い着物の片づけ方・生かし方
�２月 日㈬午後１時半 〜 ３ 時

35

★人気の土曜日も開講！
★忙しいお母様のために

11

20

20
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10

10

三
み
■内科・胃腸内科・内視鏡内科・腎臓内科・透析内科

12

10

40

20

10

16

13
10 35

27
45

無料体験サンデー実施のお知らせ

宮 野 病 院

丸亀市中府町4-13-28

11
20

10
20

18

27
19

20
18

14

16

30
21
45

12

〈3 歳児対象〉
おんがくなかよし 2/15（月）16:00〜
〈4〜5 歳児対象〉
幼児科 2/12（金）15:30〜

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

関連
施設

15

75

15

15

11

10

20

17

14

35

27

27

18

14

24

ミ

オ

ジ ュ リ エ ッ ト

四国学院大学演劇公演
ロ

﹁ＲＯＭＥＯ＆ＪＵＬＩＥＴ﹂

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
︵全７回︶
曜午前 時半〜正午
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
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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
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おめでとう

1069人が
大人の仲間入り
1月10日㈰、市民会館で平成28年丸
亀市成人式が開催されました。平成7年
4月2日〜平成8年4月1日生まれの870
人が出席。真新しいスーツやあでやかな
振り袖を身にまとい、仲間との再会を喜
びあうとともに、大人への決意を新たに
しました。
式典は、
「Doors 〜それぞれの未来へ〜」
をテーマに「多くの仲間が様々な希望を
持って開ける大人への扉。周りの人たち
への感謝の気持ちを胸に抱き、未来へ向
かっていく」という意味を込め、成人式
実行委員会が運営。
国歌斉唱、主催者式辞、来賓祝辞など
が行われた後、同委員会が企画したアト
ラクションが行われ、会場を盛り上げま
した。

何が当たるかな？ 抽選会

成人代表のことば
靑木 望さん（左）と林 和希さん

京極発幸舞連による祝の舞

梶市長式辞

盛り上がったアトラクション（総勢75人によるフラッシュモブなど）

わが家の
アイドル

しま
スポ

募集

TEL23-2111（代表）
ホームページ http://www.city. marugame.lg. jp

。

祝 成人

青木石採石場（広島）

広島の特産である青木石。独特の青みを持ち、優しい目合いが特
徴です。採石場に足を踏み入れた途端、
その迫力に誰もが圧倒されま
す
（見学などは、
青木石材協同組合にご相談ください）
。

もり

森

もと

元

こう

康

た

太ちゃん

（H25.11.2生） 山北町
元気に大きくなぁれ！かっこいい
男の子になってね！大好きだよ♥
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