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
日本語教室受講生
市内在住または在勤の外国人のた
めの日本語教室
《水曜教室》入門、初級の２クラス
�４月〜９月の毎週水曜午後７時〜
９時
y生涯学習センター
i１クラス２０人
h６か月２０００円
《日曜教室》ボランティアによる個
別または小グループ指導
�毎週日曜午前１０時〜正午
y生涯学習センター
h１回１００円
k国際交流協会 p５６-１７７１

生涯学習センターから
４月から市民会館のカルチャー教
室事業は、同センターへ移ります。
●うたごえ喫茶
�４月１５日㈯ 午前１０時〜正午
y小ホール
i６０人（申込順）
h１２００円（ドリンク１杯、貸し歌
詞集付き）
●フラダンス教室
�４月７日〜５月１９日の毎週金曜
午後1時半〜３時（全７回）
y２階大広間

市の動き

口 109,919人（−17）
男
53,220人（＋03） ※平成27年国勢調
査結果から集計
女
56,699人（−20） しています。
世帯数 44,350世帯（＋07）

i２０人（申込順）
h５０００円（受講料）
●ピラティス教室
�４月６日〜５月１８日の毎週木曜
午前１０時半〜１１時半（全７回）
y２階大広間
i２０人（申込順）
h５０００円
●音楽教室
４月・５月度受講生。歌声コーラ
ス、ウクレレ、フォークギター教室。
y５階小ホールなど
h５２００円から（教室により異なります）
k同センター p２３-１０９１
●「讃州丸亀烈女仇討ち伝
〜尼崎里也〜」
江戸時代に丸亀であった仇討ちを
もとにした演劇
�４月３０日㈰ 午後２時
y同センター３階ホール
h前売り３００円、当日５００円
l同センター p２３-１０９１

催し
みどりの月間丸亀フェスタ
「花と緑のまちづくり」をテーマ
に、花苗販売や寄せ植えコーナー、
地元アマチュアバンドの演奏など、
様々なイベントを行います。
�４月２９日㈷ 午前９時半
y市民ひろば
l都市計画課 p２４-８８４３

児童館から
●こいのぼりづくり
�４月１６日㈰、
２２日㈯
午後９時〜午後４時
u幼児・小学生
i各１０人（先着順）
h無料

医療法人社団 秀聡会

KOHASHI

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

診療時間

月

火

水

木

金

土

午前8：30〜12：00
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●

●

／

●

●※

午後2：30〜6：00

●

●

●

／

●

／
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救急・火災件数（2月）

事

故 64件

救 急 出 動 398件

死

者 01人

火災の発生 001件

負傷者 78人

●そうさく絵本読み聞かせ
�４月１２日㈬ 午前１０時半〜１１時
１０分
u幼児親子
h無料
j講師は平岡穣さん
l児童館 p２３-１０９１

クリントピア丸亀から
●古布講座「額の中に咲くお花」
�４月１３日㈭ 午前９時半〜正午
u一般
i５人
h８５０円
j裁縫道具持参
●牛乳パックで作る紙すき体験
�４月１５日㈯ 午前１０時〜１１時半
u一般・親子
i５組
h３枚まで無料
●古布講座「パズルを作ろう！」
�４月１６日㈰ 午前９時半〜１１時半
u一般
i１０人
h３００円から（サイズによる）
●ガラスで作る赤ちゃんの足型
�４月16日㈰、23日㈰（要予約）
u足のサイズが12㎝以下の赤ちゃん
h8000円
●リユース品無料募集
再利用可能な学生服、着物、
ネクタ
イ、
陶磁器類、
おもちゃ、
自転車、家具など無料
でお譲りいただけませ
んか
（要事前予約）。
●リユース家具オークション
�４月1日㈯〜23日㈰
u一般
gリユース家具（タンス、テーブル、ガラ
スケースなど約10点）のオークション
lクリントピア丸亀 p56-1144

英語で預かる学童保育
申込受付中

p0877-43-3003

「今」
を育てるなら
「英語耳」
台を作る
の土
」
す
話
・
く
「聞
英語で

育
英語教室＋学童保
る
で無理なく身に着け
環境
英語
間の
長時

★放課後は英語で過ごす
★ネイティヴ講師に多彩なプログラム
★小学校卒業時に英検3級レベルの英語力が身につく

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。

20,000円

※定員になり次第締切

小学校
対象：小1〜小3
自宅ま ・
で送
体験説明会：10：00〜11：30
サービ 迎
ス
詳細はお気軽にお問合せください

←善通寺
● チャーリー

R11

高松→
マクド ●
ナルド

高松自動車道
SUZUKI

●
GS

児童センターさくらまつり
�４月２３日㈰
午前１１時〜
午後１時半
gアトラクション、
バザーなど
《平成２９年度子ども向け講座》
●ハンドメイド〜親子で手作り〜
�毎月１回土曜・午後３時〜４時
●マザーグース〜英語であそぼ〜
�偶数月の土曜（月１回）午後１時
半〜２時半
●３Ｂ体操〜楽しいリズム体操〜
�毎月１回日曜・午前１０時半〜１１時
４５分
●ファンタジー〜歌や創作紙芝居〜
�毎月１回日曜・午前１１時〜正午
●親子体操〜親子でリフレッシュ〜
�毎月１回木曜・午前１０時半〜１１時
l詳しくは同センター p５６-８７７８

お 知らせ

人、所有者の納税管理人など
j期間中は固定資産課税台帳の写し
を無料交付。ただし、証明書が必
要な人は印鑑（法人は法人印も）
と１件につき３５０円が必要。
●土地・家屋価格等縦覧帳簿の閲覧
�４月３日㈪〜５月１日㈪ 午前９時〜
午後５時
（土・日曜、
祝日を除く）
y税務課、b、n
l税務課 p２４-8858 p２４-8859

保険証の有効期限を
ご確認ください
平成２８年度国民健康保険税の納
め忘れがある人には、有効期限の短
い保険証を送付しています。有効期
限が４月３０日までの保険証が届いて
いる人で、平成２８年度の国保税を既
に完納している人は、税務課での更
新手続きが必要です。お手元の保険
証の有効期限を確認してください。
l税務課 p２４-８８５６
保険課 p２４-８８４２

高齢者におむつ・介護用品
などの購入補助

税務課から
●休日納税相談を開設します
平日に来られない人は、この機会
にぜひご利用ください。
�４月２３日㈰ 午前９時〜午後４時
y市役所別館・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
●固定資産課税台帳の閲覧
�４月３日㈪〜５月１日㈪ 午前９時〜
午後５時
（土・日曜、
祝日を除く）
y税務課、b、n
u所有者本人および世帯員（要本人
確認）、所有者の委任状を持参した

●介護用品等購入補助
u市内に1年以上住所があり、生計
を同じくする、常時寝たきりなど
で介護用品が必要な高齢者を、在
宅で半年以上介護している人。
補助金＝介護用品などの購入補助と
して、月額1万5000円を3か月
ごとに支給。
●おむつ購入補助
u市内に6か月以上住所がある住民
税非課税世帯の高齢者で、在宅で
の生活において、尿失禁などによ
り、おむつの使用が必要な人。
補助額＝おむつ購入補助として、月
額5000円を半年ごとに支給。

j申請にあたり支給要件があります
ので、事前にご相談ください。
l高齢者支援課 p24-8831

４月から骨髄等移植ドナー
支援事業が始まります
u市内在住の骨髄等の提供者（ドナ
ー）と、ドナーを雇用している市
内事業所
補助金＝ドナー：骨髄等移植提供の
ための通院、入院１日あたり２万
円（上限１０万円）
事業所：骨髄等提供１回あたり５
万円
l健康課 p２４-８８０６

戦没者等のご遺族の皆さんへ
第１０回特別弔慰金の
請求はお済みですか？
戦没者などの死亡当時のご遺族で、
平成２７年４月１日時点で公務扶助料
や遺族年金などを受ける人がいない
場合、所定の先順位のご遺族お一人
に対し、特別弔慰金（額面２５万円、
５
年償還の記名国債）
が支給されます。
平成３０年４月２日㈪までに請求して
ください。
l福祉課 p２４-８８73

狩猟免許などの取得費を
補助します
有害鳥獣による農作物被害や生活
環境被害への対応策として、狩猟免
許などを新たに取得するために要し
た経費について補助金を交付します。
平成２９年度の補助金対象は、新
たに取得した免許に限ります。過年
度に取得したものや、更新に係る経
費は対象になりませんのでご注意く
ださい。
l農林水産課 p２４-８８45

下水道課 p２４-８８5０

ふた

今期だけ入学特典 入会金

40,000円 ▶

東小川児童センターから

マンホールカードを配布します！

★●

県道18号線
岩本● ●
●
病院
中国 TSUTAYA
飯店

YouYouアフタースクール
住所：丸亀市郡家町2705-1

土器川

※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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交通事故（2月）

3月1日現在（前月比）

人

下水道のデザインマンホール蓋は、各自治体の
特色を生かしたデザインが施されています。下水
道広報プラットホーム（ＧＫＰ）
（ 事務局：公益社団
法人日本下水道協会）では、全国のマンホール蓋
をデザインしたコレクションカードを発行していま
す。４月３日㈪から、丸亀城とうちわがデザインさ
れた丸亀市のマンホールカードも追加されます。
希望する人は配布場所にお越しください。

配布時間：月曜〜金曜の午
前8時半〜午後5時15分
（土・日・祝日、12月29日
〜1月3日を除く）
配布場所：下水道課 窓口
数
量：1人1枚まで
（無料）
※事前予約や郵送などは不可。

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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