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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
文化協会から
●うちわに描こう絵画展作品
丸亀うちわを使っ
てオリジナル作品を
作ってみませんか。
募集期間＝8月1日㈫〜25日㈮
u小学生以上
h高校生以下無料、
一般100円
（うち
わ代）
k文化協会事務局で配布するうちわ
の裏面に、必要事項を記入した応
募用紙を貼り付けて応募
●まるがめ文化芸術祭作品
募集期間＝9月1日㈮〜５日㈫
u市内在住または勤務し、県美術展
覧会以上の展覧会に入賞・入選し
た人
g応募者本人が制作した市内未発表
の作品。一人１点まで。
◎県文化協会西讃支部舞台発表会
�9月2日㈯午前10時
yまんのう町町民文化ホール
g大正琴、民謡、奇術などの発表会
h無料
l市文化協会 p２４-８８２２

青い鳥教室支援員
保護者が共働きなど留守家庭の児
童のために、小学校の余裕教室など

市の動き

交通事故（6月）

7月1日現在（前月比）

人

口 109,993人（＋35）
男
53,370人（＋34）
女
56,623人（＋01）
世帯数 44,763世帯（＋31）

※平成27年国勢調
査結果から集計
しています。

を利用して放課後に遊びや生活の場
を提供している青い鳥教室で、支援
員を募集しています。
k（公財）
福祉事業団放課後留守家庭
児童会事務局 p２３-１１７８

9月9日は救急の日
普通救命講習受講者
救急車が到着するまでの時間がと
ても大切です。い
ざという時、身近
な人を救うために
も正しい応急手当
を身につけましょう。
�9月9日㈯午前9時〜正午
y消防本部６階大会議室
i30人
k8月31日㈭正午までに防災課
p２５-４００５
●救急車の適正利用にご協力を！
救急車や救急医療は限りある資源
です。本当に必要としている人のた
めにご協力をお願いします。

催し
東小川児童センターから
●人形劇団「クラルテ」公演
�8月12日㈯午後1時半〜3時
uどなたでも
i50人
（先着順）
g演目「うさぎのおうち」
「ゴリラのパ
ンやさん」
h無料
●楽しい人形劇〜香川大学より〜
�8月20日㈰午後1時半〜2時半
u幼児と保護者、小学生
h無料
●香川高専詫間キャンパス工作教室
�8月27日㈰午後1時半〜3時
u①小学校高学年〜中学生

救急・火災件数（6月）

事

故 58件

救 急 出 動 397件

死

者 01人

火災の発生 004件

②小学校低学年
i①10人②25人
g①ライントレーサーを作ろう
②ホバークラフトを作ろう
h①500円②100円
l同センター p５６-８７７８

「ふるさと自慢うた自慢」
公開収録
�９月１５日㈮午後５時開場
午後５時４０分〜８時１０分（予定）
yアイレックス
g《出演》中村美津子、竹島宏
《司会》佐藤俊吉アナウンサー
h無料（要事前申込）
k往復はがきの「往信用裏面」に郵
便番号、住所、氏名、電話番号、
「返信用表面」に郵便番号、住所、
氏名を記入し応募。応募多数の場
合は抽選。当選者には入場整理券
（１枚で２人入場可）送付。
《あて先》〒760-8686NHK高
松放送局「ふるさと自慢うた自慢」係
《申込締切》
８月２５日㈮必着
lNHK高松放送局 p087-825-0160
ホームページ http://www.nhk.
or.jp/takamatsu/
文化観光課 p２４-8822

土器川夕涼みコンサート
楽しい音楽を聴きながら、夏の夕
暮れのひとときを過ごしませんか。
�8月4日㈮ 午後6時〜8時
雨天時は5日㈯に延期
y土器川生物公園
g園児、学生、地元バンドによるコ
ンサート、どじょううどん（数量
の だて
限定）、野点（無料）、土器川の魚
展示、スーパーボールすくいなど
l都市計画課 p２４-８８４３、国土交
通省土器川出張所 p２2-8318

クリントピア丸亀から
●リユース品無料募集
再利用可能な子ども用品、スポー
ツ用品、
自転車、家具類、陶磁器類、
着物、学生服などを無料でお譲り
いただけませんか
（要事前予約）。
●リサイクル品展示販売
皆さんから提供いただいた家具、
雑貨などを販売しています。
●環境啓発ポスター展開催中
�8月20日㈰まで
g世界の子どもたちの作品約20点
●ガラスで作る赤ちゃんの足型
�8月20日㈰、27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

児童館から
●パックンさかなつり
�8月5日㈯、26日㈯ 午前9時〜午
後4時
u幼児・小学生
i各10人（先着順・申込不要）
g牛乳パックで作った魚を釣ろう
h無料
●ちぎり絵にチャレンジしよう！
�8月6日㈰ 午前10時〜11時
u幼児・小学生
i15人（要申込）
h無料
j講師は中村千恵子さん
l児童館 p23-1091

生涯学習センターから
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h500円
❷木のお医者さんの生き物学校
小さな森と川を作ろう
�8月6日㈰ 午前10時〜正午
y４階講座室１
u小学生
i25人
h300円（材料代）
❸天気教室 急な大雨・落雷・竜巻
について
�8月9日㈬ 午前10時〜11時半
y４階講座室１
uどなたでも
i50人
h無料
❹天体観望会
�8月26日㈯ 午後7時
y天体観測室（雨天曇天時中止）
uどなたでも（当日申し込み）
h無料
k❶〜❹全て同センター p２３-１０９１

アイレックスから
ふ りょ

●丸亀ドイツ兵俘虜楽団の
足跡を辿る音楽フェスト
ビールとドイツ音楽の夕べ
�８月25日㈮ 午後６時半
y市民ひろば（雨天時は生涯学習センター）
g食べ物バザー、市内の吹奏楽団の
演奏など
h無料
●２０１７まるがめ第九演奏会合唱団員
�12月10日㈰ 午後２時開演
yアイレックス大ホール
lアイレックス p８６-６８００

お 知らせ

❶紙ねんどで自分の顔のお面を作ろう
�8月5日㈯ 午前9時半〜11時半
y5階小ホール
u幼児・児童
i20人

下水道排水設備工事
責任技術者共通試験
�１０月１７日㈫午後２時〜４時

医療法人社団 秀聡会

地域包括支援センター p24-8933
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九州北部地方における大雨により、
被災された皆さんに心からお見舞い申し上げます。
市でも8月31日㈭まで義援金を受け付けます。詳しくは福祉課までp24-8873

負傷者 73人

認知症サポーター養成講座
認知症になっても安心して暮らせる地域を目指し、あな
たもサポーターになりませんか？（参加無料）
日時 ①8月8日㈫、②9月4日㈪、③9月24日㈰、④10月3日㈫
①③は午前10時〜11時半、②④は午後1時半〜3時
場所 ひまわりセンター４階会議室
対象 市内在住の高校生以上の人
あか
その他 受講者にはサポーターの証し
であるオレンジリングを授与
申し込み 全４回とも同じ内容。受講希望日の前日まで

「平成29年7月5日からの大雨災害義援金」受付

KOHASHI

エアコン・エコキュートの施工

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。

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

●

●

●

／

●

●※

午後2：30〜6：00

●

●

●

／

●

／

※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

y高松テルサ３階（高松市）
有効期限＝平成３5年３月３１日
（次期更新日）
k下水道課に設置する受験申込書を
８月１日㈫〜３１日㈭に提出
l下水道課 p24-8850

国民年金から
●任意加入制度
国民年金の加入期間（20歳〜60
歳）の40年間を完納すると、65
歳から満額の老齢基礎年金を受給で
きますが、未加入期間や保険料の未
納期間があると、受け取る年金額が
少なくなります。
この場合、60歳から65歳までに
任意加入をして保険料を納めること
で、満額の年金額に近づけることが
できます。年金手帳、預金通帳、通
帳届出印を持参し、加入の手続きを
してください。
l善通寺年金事務所p62-1662、
市民課p24-8945、
bp86-5510、n p98-7953

文化財保護室から
以下の史資料を探しています。寄
贈または無償で記録することにご協
力いただける人は、文化財保護室ま
で連絡してください。
丸亀に関する古文書、古地図（江
戸時代〜戦後）
丸亀の風景が記録された古写真、
絵はがき
（明治〜
戦後）
ドイツ兵
俘虜に関
する写真・記録、または製作品
l文化財保護室 p22-6278
メール bunkazai@city.marugame.lg.jp

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）

（要予約）

土地境界確定

☎58-4144

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。

2017年8月 ● 広報丸亀

16

