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ネットワーク

土器川に香川用水の水を
流すことがあります
香川用水の施設点検のほか、災害の
発生や水路が壊れるなどの事故による
第三者への被害を防ぐため、緊急に香
川用水の水を土器川に流す場合があり
ます。緊急に放水した場合は、土器川
の水が急に増えることが考えられます
ので、ご注意ください。また、注意喚
起のための看板を７か所（下図参照）
設置する予定です。なお、緊急の放水
時には、警報車によりお知らせします。
《看板設置位置図》
●
高速付近広場入口

平成大橋
高松→

←善通寺

程度（テキスト代）蜴申込期間＝８月
１日貂〜31日貅
申し込みなど詳しくは、県立丸亀城
西高等学校（蘂澹5138）へ。

8月は
電気使用安全月間
夏は、発汗に
より皮膚がぬれ
て電気が通りや
すくなるため、
感電などの電気
事故が多く発生
しています。電気は正しく安全に使い
ましょう。
電気安全のご相談は、譛四国電気保
安協会香川支部丸亀事業所
（蘂炳6555）
へ。

高柳橋
土器川河川公園 ●

● 水辺の楽校

文 城辰小学校
中方橋
フジグラン丸亀
土器川生物公園 ●

飯山土器川公園
↑●
土
器
川 ● 綾歌土器川公園
垂水橋

乙井大橋
香川用水放水工 ●

詳しくは、独立行政法人水資源機構
香川用水総合事業所（蘂煌4221）へ。

丸亀城西高校
学校開放講座
《初心者パソコン教室》
対象＝コンピューター初心者蜴とき
＝10月２日豺、４日貉、６日貊・午後
６時〜８時蜴ところ＝県立丸亀城西高
等学校蜴定員＝30人蜴参加料＝500円

今月の表紙
写真は昭和５０年代の綾歌町役場
付近。庁舎完成は昭和５３年。その後、
レオマワールド、アイレックスが
建ち、国道３２号が拡幅され、休日

生鮮食品に近い加工食品に
原料の原産地を表示
これまで、生鮮食品と一部の加工食
品の原材料だけに原産地表示が義務付
けられていましたが、平成16年９月に、
ＪＡＳ法に基づく加工食品品質表示基
準が改正され、生鮮食品に近い加工食
品にも主な原材料の産地表示が義務付
けられました。なお、主な原材料とは、
原材料に占める重量割合が50％以上の
ものを言います。
約２年間の移行期間を終える平成18
年10月２日以降に国内で製造、加工さ
れた義務表示の対象品目には、原料原
産地が表示されます。
《義務対象品目》
●農産加工食品（８食品群）
乾燥・塩蔵きのこ類、野菜および果
実、緑茶、もちなど
●水産加工食品（６食品群）
塩蔵魚介類および塩蔵海藻類、調味
した魚介類および海藻類など

●畜産加工食品（５食品群）
調味した食肉、合いびき肉、その他
異種混合した食肉など
●その他（１食品群）
生鮮食品を異種混合したねぎまなど
《基本的表示方法》
名

称

原材料名

このほど、次の方々
から心温まる善意の
ご寄付がありました。
厚く、お礼を申し上
げます。
（敬称略）

あじの開き
真あじ（A国）、食塩

ま
た
は
名

称

（名前の掲載は控えさせていただきます）

あじの開き

原材料名

真あじ、食塩

原料原産地名

A国

詳しくは、中国四国農政局香川農政
事務所消費・安全部表示・規格課（蘂
087-831-8155）へ。

よってきなぁ〜
みたから市
昔懐かしいむしろの上に、手作りの
品を取りそろえた店がたくさん出てい
ます。
とき＝８月26日貍・午前10時蜴とこ
ろ＝通町商店街内
詳しくは、ボランティアセンター
（蘂
澤7625）へ。

八ケ岳に登りませんか
とき＝９月15日貊〜
18日豺蜴ところ＝八ヶ
岳（長野県）蜴参加料＝
大人４万3,000円、高
校生以下２万1,500円
９月６日貉・午後７時から、市民会
館で説明会を行います。申し込みなど
蜴問い合わせ先＝市秘書広報課（蘂
濆 8800）

混声合唱団「響」
とき＝毎週土曜日・午後７時〜９時
蜴ところ＝まなびらんど
蜴問い合わせ先＝市 秘 書 広 報 課 （ 蘂
濆 8800）

サマーフェスタ
in ふ じ み
夜店、子どもの遊びコーナー、喫茶
など多彩に準備しています。
とき＝８月25日貊・午後６時半〜９
時（雨天の場合は26日貍）蜴ところ＝
香川県ふじみ園蜴内容＝地域子ども会
コーラスによるアトラクション、演歌・
ハワイアン演奏・民謡民舞東尾会のス

●市の人口（7月1日現在）前月比

●交通事故（6月）

納税は便利な口座振替で

人 口 １１０,１７５人（−１０５）
男
５３,１７６人（− ７２）
女
５６,９９９人（− ３３）
世帯数 ４１,１１５世帯（− ５２）

事 故 １３３件
死 者 ３人
負傷者 １５８人

市・県民税/2期分

●市の面積 １１１.７９裄

を楽しく過ごす人に利用されてい

2貉 3貅 4貊 5貍 6豸

RNCカップ

19貍 20豸 21豺 22貂 23貉 24貅

ＧⅡ秩父宮妃記念杯《場外発売》

里山田園風景の中にも、時代の

納期蘋8月10日〜31日
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＊中讃ケーブルビジョン１７chで放送中

10貅 11貊 12貍 13豸 14豺 15貂

●火 災 の 発 生

（蘂澹2221）へ。

少林寺拳法を
習いたい先生
少林寺拳法は、単なる武道やスポー
ツではなく、護身練胆、精神修養、健
康増進の三徳を兼備する人づくりのた
めの「行」です。肉体と精神両面の修
行によって、自信や勇気、正義感を養
いながら、頼りとなる自己を確立し、
他人や社会のために積極的に行動でき
る人間の育成を目指すものです。
県内の幼・小・中・高の学校の先生で、
少林寺拳法をやってみよう、してみた
いという人は、一緒に練習しましょう。
蜴問い合わせ先＝市秘書広報課（蘂
濆 8800）

8月のイベント情報

競走会会長杯サマーチャンピオン

３７９件

● おはようサイクリング／早起きして走りませんか。とき＝8月3日貅〜１
０日貅蜴ところ＝市内各所蜴集合→

《税に関する高校生の作文》
対象＝高校生蜴テーマ＝税に関する
こと蜴応募作品＝一人１編、2,000字
程度蜴締め切り＝９月７日貅
《全国まんが税金展の作品》
対象＝どなたでも蜴テーマ＝税に関
すること蜴応募作品＝Ｂ４サイズで片
面使用の平面作品。何点でも応募でき
ますが、１作品につき1枚の用紙蜴締
め切り＝９月８日貊
申し込みなど詳しくは、丸亀税務署

8/1貂

●救急出場件数

移り変わりが感じられます。

税の作文と
税のまんが作品

キャンティーンカップ

４件

ます。

テージ、総踊り、花火など
詳しくは、香川県ふじみ園（蘂爛31
25）へ。

《8月19日貍、20日豸》
RNC共同イベント24時間テレビチャリティ
＆
丸亀競艇合同キャンペーン
in 婆娑羅まつり
ば

さ

ら

《8月20日豸》
24時間テレビ協賛

20豸 21豺 22貂 23貉 24貅 25貊
一般競走 29貂 30貉 31貅（〜9/3豸）

香川支部選手提供品
チャリティーオークション

ＳＧモーターボート記念競走《ナイター場外併売》
29貂 30貉 31貅（〜9/3豸）

●8/29貂より、
ＢＰ丸亀にてナイター場外発売開始

→市役所前・午前6時（約１時間走ります）蜴持ち物＝手袋、帽子、水筒、雨具など蜴問い合わせ先＝市秘書広報課（蘂濆８８００）
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