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募集
日本語教室修了パーティー参加者
�9月28日㈬午後7時〜9時
y生涯学習センター5階
u受講生との交流、地域の日本語教
室に興味のある人
h無料
j参加者は食べ物を一品持参
l国際交流協会 p56-1771

若返り筋トレ教室 綾歌13期生
�11月1日㈫から月〜金曜の午前9
時〜正午、午後1時〜5時で週2回
選択
y綾歌保健福祉センター
uおおむね40歳以上で、医師に運動
を禁止されておらず、週2回教室
に参加できる人
i20人
（上回る場合9月15日㈭抽選）
g筋力トレーニング、エアロバイク
を使った有酸素運動などの個別プ
ログラム
h月1285円
（3か月分3855円ずつ
前納、初回のみ2か月分）、歩数計
5140円、問診の結果必要とされ
た人と70歳以上の人は診断書料
k同センターに9月1日㈭〜13日㈫
（土・日曜を除く）の午前9時〜正
午・午後1時〜5時に来場
l健康課 p24-8806

市の動き

交通事故（7月）

8月1日現在（前月比）

人

口 110,109人（＋ 4）
男
53,270人（＋ 4）
女
56,839人（＋ 0）
世帯数 44,265世帯（＋19）

※現在の値は平成27
年国勢調査速報値か
ら計算しています。
確報値公表後、再計
算します。

10月3日㈪〜7日㈮に、市営住宅
入居者を募集します。募集する住宅
や条件などは広報丸亀10月号に掲載
します。
また、中堅所得者世帯向けの市営
住宅
（富士見団地一部・平山ハイツ）
は随時募集しています。家賃は月額
5万円〜6万5千円、広さは70㎡〜
84㎡のタイプがあります。
l公共施設管理課 p24-8814
b業務担当 p86-5516
n業務担当 p98-7957

催し
市民会館から
●太極拳教室
�9月16日から10月28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
�10月5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）
●ピラティス教室
�10月6日までの毎週木曜午前10
時半〜11時半（全7回）
i20人（申込順）
h5000円（受講料）
k市民会館 p23-4141

者

火災の発生

0人

●吉川美代子さん講演会
「安心して暮らすための
地域コミュニケーション」
�9月4日㈰ 午後1時半〜3時
y同センター３階ホール
h500円
jチケットは同センター、
市民会館、飯山総合学
習センター、アイレックスで販売
（チケットはなくなり次第終了）
●恐竜フィギュア作り
�10月1日㈯、2日㈰ 午後1時半〜
4時半（全２回、要申込）
y同センター４階講座室1
uどなたでも
h1500円
k同センター p23-1091

●木工講座
「クリスマスツリーを作ろう！」
�9月11日㈰午前9時半〜
11時半
u一般

丸亀駅

こはし内科・耳鼻咽喉科
丸亀市郡家町234番地
TEL：
（0877）28-6110

香川銀行 114銀行
愛媛銀行
●
●
●
市営大手町
P
第二駐車場 ●
● 丸亀市民会館
丸亀市役所◎

★

●

女性弁護士がご相談に対応致します。
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要予約

文

大手前高校
大手前高校

文

城西小

診療時間
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死

生涯学習センターから

クリントピア丸亀から

※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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救 急 出 動 418件

丸亀城

TEL0877-85-6070
相談料/1時間あたり1万円＋税
香川県弁護士会所属
弁護士
弁護士

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。

仙頭 真希子
芳地 美希

日本赤十字社丸亀市地区から
5月からの「赤十字運動月間」では、
市民の皆さんからのご理解とご協力に

0件

負傷者 76人

医療法人社団 秀聡会

KOHASHI

故 66件

i10人
h500円
●牛乳パックを使って紙すき体験
�9月17日㈯ 午前10時〜11時半
u一般、親子
i5組
j牛乳パック2個、折り紙など持参
●フリーマーケット参加者募集
�11月6日㈰午前9時半〜午後1時半
u丸亀市・多度津町在住の18歳以上
h1000円
j店舗数は65店舗（応募多数の場合
抽選）
k往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号、販売品目を記入し、10
月5日㈬必着で土器町北1-72-2
へ郵送
●ガラスで作る赤ちゃんの足型
�9月18日㈰、25日㈰（要予約）
u足のサイズが12㎝以下の赤ちゃん
h8000円
lクリントピア丸亀 p56-1144

市営住宅の入居者

救急・火災件数（7月）

事

東小川児童センターから
❶赤十字講習会
�9月21日㈬ 午後3時〜4時
u幼児と保護者
i20組
g子どもに起こりやすい事故、けが、
病気の手当てについて
❷さぬきこどもの国より「あそびの
宅配便」
�9月25日㈰ 午後1時半〜2時半
u幼児と保護者、小学生
i30人
g毛糸でモンスターを作る
h❶・❷とも無料
k同センター p56-8778

児童館から
●ペットボトル空気砲づくり
�9月4日㈰、10日㈯ 午前9時〜午
後4時
u幼児・小学生
i各10人（申込不要、先着順）
h無料
●読み聞かせ
�9月15日㈭ 午前10時半〜11時
u幼児と保護者
gパネルシアターと
絵本の読み聞かせ
h無料
l児童館 p23-1091

文化協会から
●うちわに描こう絵画展覧会
�9月17日㈯〜25日㈰（22日㈷休館）
午前９時〜午後５時
y生涯学習センター1階ギャラリー
g丸亀うちわを使った作品を展示
最終日は入賞作品の表彰式開催
●県文化協会西讃支部舞台発表会
�9月3日㈯ 午前10時

yユープラザうたづ（宇多津町）
gコーラス、吹奏楽などの発表会
h無料
l文化協会 p24-8822

飯山総合学習センターから
●和紙ちぎり絵講座
�9月11日㈰ 午前9時半〜正午
i15人
h972円（材料費）
j講師は吉田幸代さん、はさみ持参
k同センター p98-3319
●フリーアナウンサーふたりによる
朗読会ⅩⅧ
�9月3日㈯ 午後1時半〜2時半
（申込不要）
g中井今日子さんと甲山万友美さん
による朗読
h無料
l同センター p98-3319

お 知らせ
国民年金から
国民年金は日本に住む20〜60歳
までの全ての人が加入しなければな
らない公的年金制度です。
日本年金機構では、㈱バックスグ
ループへ業務委託して、国民年金保
険料を納め忘れている人に、電話や
戸別訪問などで、納付や免除のご案
内をしています。
l市民課 p24-8945、善通寺年金
事務所 p62-1662

入学前健康診断を行います
10月から、平成29年度小学校入
学予定者の健康診断を各小学校で実
施します。対象となる児童（平成22
年4月2日〜平成23年4月1日生ま
れ）の保護者には、個別に通知しま

より1349万8650円の社資が寄せ
られました。心からお礼申し上げます。
l福祉課 p24-8873
す。通知が届いていない人は、学校
教育課へご連絡ください。
l学校教育課 p24-8821

高齢者支援課から
●敬老祝金
ご長寿を祝して、敬老祝金を贈り
ます（申込不要）
。
支給日＝各校区敬老会開催日
y各校区敬老会会場
u今年77歳、
88歳、
99歳以上になり、
前年末から9月1日まで引き続き
丸亀市に住所がある人
支給金額＝77歳：1万円、88歳：
2万円、99歳以上：3万円
●敬老の日、お風呂が無料に
�9月19日㈷
y栄楽温泉、城北温泉、城東温泉
u68歳以上で市内在住の人
l丸亀公衆浴場組合 p23-1835
●65歳以上の人に長寿手帳を交付
長寿手帳を提示すると、猪熊弦一
郎現代美術館や栗林公園、
県立ミュー
ジアムなどの施設に無料で入場でき
ます。高齢者支援課、b・nでお渡
ししていますので、本人確認ができ
るものを持参してください。
l高齢者支援課 p24-8831

財務課から
オープンカウンターの試行実施
市では、オープンカウンター（自
由参加型見積制度）による物品調達
を試行的に実施しています。
●対象
予定価格が80万円以下の一定の
物品購入（今年度は３〜５件程度を
予定）
。
詳しくは、市ホームページ（入札・
契約）をご覧ください。
l財務課 p24-8944

認知症サポーター養成講座
地域包括支援センター p24-8933

地域のサポーターが増え、認知症になっても安心し
て暮らせる地域を目指し、認知症の人やその家族を応
援する人になるための講座です。
サポーターの一員になりませんか？
日 時 9月12日㈪、
29日㈭
午後2時〜3時半
場 所 ひまわりセンター
料 金 無料
あか
その他 受講者にはサポーターの証しのオレンジリング配布
申し込み 電話または窓口で受け付け
（開催日の午前中まで）
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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