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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
市営住宅の入居者
6月1日㈭〜7日㈬に受け付けます。
詳しくは、
広報6月号をご覧ください。
中堅所得者世帯向けの市営住宅
（富
士見団地の一部、平山ハイツ）は、
随時募集しています。
l公共施設管理課 p24-8814
b業務担当 p86-5516
n業務担当 p98-7957

シニアスポーツ大会
�5月24日㈬午前9時
y市民体育館
u市内在住か勤務する60歳以上の人
j動きやすい服装、上靴持参
k5月12日㈮までに、スポーツ推進
課 p24-1392 o24-1309
（住
所、
氏名、
年齢、
電話番号を記入）

ボランティア指導員
u市内在住または在勤の18歳（高校
生不可）
〜65歳くらいまでの人
i若干名
g子ども会の行事（キャンプやレクリ
エーションなど）
の指導や手伝い
l市民活動推進課 p24-8809

自然観察会
�6月3日㈯午前9時〜11時

市の動き

口 109,922人（＋003）
男
53,277人（＋057）※平成27年国勢調
査結果から集計
女
56,645人（−054） しています。
世帯数 44,551世帯（＋201）

y土器川生物公園
i30人（申込順）
h無料
j小学生以下は保護者と参加
k5月26日㈮までに、環境安全課
p24-8836

にほんご日曜教室のボランティア
�毎週日曜午前10時〜正午
y生涯学習センター5階視聴覚教室
g日本語を母語としない人に日本語
学習のサポートを行う
l国際交流協会 p56-1771

催し
生涯学習センターから
①やさしいヨーガ教室受講生募集
�5月10日〜6月21日までの毎週
水曜午前10時半〜正午（全7回）
y同センター2階大広間
i20人（申込順）
h5000円
②木のお医者さんの生き物学校
「竹を知る。竹を使う。」
�5月28日㈰午後2時〜4時
y同センター５階視聴覚教室
u小学生
i30人
h無料
③シニアのスマホ教室
�６月10日㈯、
18日㈰
（2日間コース）
午前の部：午前9時半〜正午
午後の部：午後1時半〜4時
y同センター会議室
uおおむね60歳以上
i各16人
h1000円（2日分教材費など含む）
j講師=シニアネットかがわ、スマホ
（Android）
はこちらで用意します。
k①②③とも同センター p23-1091

司法書士・土地家屋調査士・行政書士

高橋誠事務所

法律相談
受付中！

当事務所は皆様の身近な
法 律 家です。お 客 様を
全力でサポート致します！

（0877）
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（要予約）

交通事故（3月）

救急・火災件数（3月）

事

故 54件

救 急 出 動 401件

死

者 00人

火災の発生 002件

クリントピア丸亀から
●牛乳パックで作る紙すき体験
�5月20日㈯ 午前１０時〜１１時半
u一般・親子
i５組（要予約）
h３枚まで無料
●ガラスで作る赤ちゃんの足型
�5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
●吹きガラス専門講座受講生募集
期間＝水曜コース：6月21日〜10
月4日（予定）、土曜コース：6月
24日〜10月14日（予定）
時間＝午前の部：午前10時〜正午
午後の部：午後1時半〜3時半
u18歳以上の人
i両コースとも各部6人（重複不可）
応募多数の場合は抽選
h3万5000円
k往復はがきに住所、氏名、年齢、電
話番号、
コース、
時間、
初級か中級を
記入し、5月24日㈬までに〒7630083土器町北1-72-2へ郵送
lクリントピア丸亀 p56-1144

児童館から
●ビーごまぐるぐる
�5月14日㈰、27日㈯ 午前9時〜
午後4時
u幼児・小学生
i各10人（先着順）
gビー玉と厚紙を使ってコマ作り
h無料
●読み聞かせ
�5月18日㈭ 午前10時半〜11時
u幼児親子
h無料
j講師は図書館うさぎさん
l児童館 p23-1091

東小川児童センターから
●ハンドメイド
�5月13日㈯ 午後3時〜4時
u幼児と保護者、小学生
i15人
g母の日に贈るフラワーBOXづくり
h1人100円
j講師は伊藤早代さん
●ファンタジー〜楽しい創作紙芝居〜
�5月28日㈰ 午前11時〜正午
u幼児と保護者、小学生
h無料
j講師は平岡穣さん、今年度から曜
日と時間を変更しています
k同センター p56-8778

飯山総合学習センターから
●第２回フォトコンテスト冬部門
入選作品の展示（残しておきたい
飯山の四季・生活文化）
�5月6日㈯〜14日㈰
y同センター1階ギャラリー
●和紙ちぎり絵講座
「しょうぶ花」を題材にしたちぎり絵
�5月14日㈰ 午前9時半〜正午
y同センター2階和室
i15人
h1296円（材料費）
j講師は吉田幸代さん
（ちぎり絵サークル講
師）、はさみを持参
k同センター p98-3319

お 知らせ
国民年金の付加年金制度
毎月の定額保険料（平成29年度は
1万6490円）
に400円の付加保険料
を上乗せして納付すると、老齢基礎年
金に付加年金が加算される制度です。

会 員 募 集

広報丸亀を一部カラーにしました

200円×付加保険料納付月数（年
額）が上乗せされるので、2年以上受
給すると支払った金額以上の付加年
金を受け取ることができます。
付加年金は申し出月からの加入に
なります。加入希望者は年金手帳、
印鑑を持参し、市民課または年金事
務所で手続きをしてください。
ただし、保険料の免除・納付猶予
制度を受けている人、国民年金基金
加入者は加入できません。
l市民課 p24-8945、
日本年金機
構善通寺年金事務所 p62-1662

農業委員会から
●農業委員が市内全域の農地を
パトロール中
後継者不足、有害鳥獣被害などか
ら、市街地でも遊休農地が広がり周
辺住民に迷惑がかかっています。
農業委員会では、毎年農地の利用
状況を調査し、担い手への集積を進
めています。
●農地の遊休化を防ごう
農地は一度遊休化すると耕作を再
開するまでに多大の労力が必要にな
ります。耕作や管理ができなくなりそ
うな人、困っている人は、県農地機構
や農業委員
（会）
へご相談ください。
●農業活動にご理解を
農地は、安全な食料生産の場だけ
でなく、自然のダム効果など災害抑
止からも大切な役割を担っています。
宅地と農地の混在化が進んでいる
ため、特に農地周辺の人は農作業に
対するご理解をお願いします。
農家の人も、農地でのわら焼きな
どは例外で認められていますが、周
辺に十分な配慮をお願いします。
l農業委員会 p24-8826
農地機構 p98-7956

まずは
無料体験
から…

生かしませんか！あなたの
「知識・技能・経験」を

秘書広報課 p24-8801

これまで黒とオレンジの2色刷りが基本でしたが、写真などが多いページをカラー
にしました。それに伴い、
ページの配置を一部入れ替えています。

負傷者 61人

「地震災害義援金」について
被災された皆さんに心からお見舞
い申し上げます。
①熊本地震災害義援金について
平成28年度に集まった義援金
2,322,892円を、日赤香川県支部
を通じて被災地に送りました。ご協
力ありがとうございました。
②東日本大震災・熊本地震災害義援
金の受付期間を延長
平成30年3月30日㈮まで受付期
間を延長します。
l福祉課 p24-8873

日赤の活動資金募集にご協力を
5月は「赤十字運動月間」です。
日本赤十字社は、災害救護活動や血
液事業の推進などを行っていますが、
その事業資金は、皆さんからの「会
費」および「寄付金」で賄われてい
ます。日赤奉仕団などが訪問する際
は、温かいご協力をお願いします。
なお、会費・寄付金は福祉課でも
受け付けています。
l福祉課 p24-8873

平成29年工業統計調査に
ご協力を
工業統計調査は、製造業を営む事
業所を対象に製造品の出荷額、原材
料使用額などを調査します。この調
査は、統計法に基づき実施され、日
本の工業の実態を明らかにすること
を目的としています。
6月1日現在で実施（以前の調査
日から変更）
調査票は、調査員配布または経済
産業省からの郵送
インターネット回答を推奨
l行政管理課 p24-8841

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
学校水泳は

Fax（0877）23-7890

もうすぐだ!

土地境界確定

☎58-4144
2017年5月 ● 広報丸亀

4月1日現在（前月比）

人

丸亀市シルバー人材センター ☎２３-６２１５

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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