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
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。家賃は月額5
万〜6万5千円、広さは70㎡〜84㎡
のタイプがあります。
l住 宅 課 p24-8814
b業務担当 p86-5516
n業務担当 p98-7957

熟年からはじめる料理教室
高齢期に適した食生活と運動を一
緒に勉強しませんか？
�6月4日㈪午前9時半〜午後1時
yひまわりセンター３階調理室
u市内在住の50歳以上の男性
i35人（申込順）
h300円（材料費を含む）
j米半合、エプロン、三角きん、手
ふき用タオル、筆記用具持参
※運動できる服装・靴
k5月14日㈪〜28日㈪に健康課 p
24-8806

シニアスポーツ大会
�5月23日㈬午前9時
y市民体育館

市の動き

口 109,678人（−85）
男
53,176人（−76）
女
56,502人（−09）
世帯数 44,781世帯（＋95）

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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自然観察会
�5月26日㈯午前9時〜11時
y土器川生物公園
i30人（申込順）
h無料
j緑のカーテン！
ゴーヤの苗をプレゼント、
小学生以下は保護者と参加
k5月18日㈮までに、環境安全課
p24-8836

催し
生涯学習センターから
●自然素材で森のアロマグッズづくり
�5月27日㈰ 午後１時半〜３時半
y同センター５階音楽室、丸亀城
g丸亀城で樹木医と一緒に、におい
や防虫成分のある植物を観察し、
室内でアロマグッズを作ります
h３００円
l同センター p２３-１０９１

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19日㈯ 午前１０時〜正午
u一般・親子
i5組
h3枚まで無料
j牛乳パック2個、千代紙など持参
●古布講座
「うちわのブローチを作ろう」
�5月30日㈬ 午後1時〜３時
u一般
i５人

売買・相続・贈与
による名義変更
遺言・会社登記
成年後見

故 55件

救 急 出 動 409件

死

者 00人

火災の発生 001件

その他法律相談受付中（要予約）

丸亀市人権・同和教育研究協議会総会記念講演会
�5月29日㈫ 午後2時15分〜3時45分
yひまわりセンター l丸同教事務局（人権課内）
（p24-8811）

負傷者 64人

h３００円
j裁縫道具持参
●ガラスで作る赤ちゃんの足型
�5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
●リサイクル品オークション
�５月20日㈰まで午前９時半〜午後
４時半（月曜および祝日は閉館）
yクリントピア丸亀エコ丸工房
g約10点の家具や置物など、期間中
に最高価格で申し込んだ人に販売
●ボランティア募集
特技や興味のある分野でリサイク
ル活動してみませんか。楽しいアイ
デア、講座の企画など大歓迎。お待
ちしています。
●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。
lクリントピア丸亀 p56-1144

飯山総合学習センターから
●「中井今日子」
「藤澤翼」フリーアナ
ウンサーふたりによる朗読会ⅩⅩⅤ
�5月１9日㈯
午後１時半
y同センター
２階研修室
g『瀬戸内海賊物語』を朗読
h無料
l同センター p９８-３３１９

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

東小川児童センターから
●ハンドメイド
�5月12日㈯ 午後3時〜4時
u幼児と保護者、
小学生
i15人
g母の日に手作り
1本ブーケを作ろう
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27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
k同センター p56-8778

Fax（0877）23-7890

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

市民課から
マイナンバーカードが日曜日にも
受け取れます。
�5月１3日㈰、6月１0日㈰
午前８時半〜午後４時
y市民課
j予約優先。詳しくは交付通知書で
確認のこと。

児童館から
●ことことむしを作ろう！
�5月13日㈰、26日㈯ 午前9時〜
午後4時
u幼児・小学生
i各10人（先着順）
g斜面を転がして遊ぶおもちゃを作る
h無料
●読み聞かせ
�5月17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

l市民課マイナンバー専用ダイヤル
p３５-７２１１
（平日午前８時半〜午
後５時）

日本赤十字社
丸亀市地区から
平成29年7月の九州北部豪雨に
より被災された皆さんに心からお見
舞い申し上げます。市民の皆さんの
ご協力により義援金 5万1216円が
寄せられました。心からお礼申し上
げます。
l福祉課 p24-8873

国民年金の付加年金制度

お 知らせ
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

毎月の定額保険料（平成30年度は
1万6340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。

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。加入希望者はマイナンバー
が確認できる通知カードまたは個人
番号カード、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

平成30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
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

児童手当現況届の手続きが
便利になります
政府が運営するオンラインサービ
ス「マイナポータル」内で、６月か
ら児童手当の現況届が、電子申請に
より自宅でもできるようになります。
手続きにはマイナンバーカード、
ICカードリーダライタ、パソコン
が必要です。詳しくは、
マイナポータル
検索
l子育て支援課 p24-8808

水泳のたのしさを知ってほしいから！
来て！ 見て！ 体験して！

寝台車受付 24時間（0877）23-5500

土地境界確定
農地申請・建築業許可

救急・火災件数（3月）

事

土地測量・分筆・建物登記

☎58-4144
2018年5月 ● 広報丸亀

※平成27年国勢調
査結果から集計
しています。

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
k住所、氏名、年齢、電話番号を5月
18日㈮までに、スポーツ推進課 p
24-1392、o24-1309

司法書士・土地家屋調査士・行政書士

高橋誠事務所

交通事故（3月）

4月1日現在（前月比）

人

5/3

（木・祝）
10：30〜

ベビースイミング
無料体験会

参加者
募集中！

スクール生
募集中！！

詳細は、
レディネススポーツクラブまで
お問い合わせください。
http://itp.ne.jp/ap/0877252090/

〒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、広聴広報課（p24-8801）
または市ホームページでご確認ください。

広告掲載について詳しくは、広聴広報課（p24-8801）
または市ホームページでご確認ください。
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