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市役所 〒７６３-８５０１丸亀市大手町二丁目3番1号・蘂澹２１１１

綾
◯は綾歌市民総合センターを、
飯
◯は飯山市民総合センターを
表します。

募

集

丸亀港の
清掃ボランティア
建設課 蘂濆８８１３
第15回リフレッシュ瀬戸内
（港湾清掃）
に参加しませんか。
とき＝６月17日豸・午前８時
〜９時（小雨決行）蜴ところ＝
丸亀港一帯蜴集合場所＝みな
と公園北側蜴締め切り＝６月
14日貅

新しい講座が始まります
生涯学習課 蘂濆１３９２
●市民手づくり講座
あなたの「やってみたい」講
座を新しく作り、
仲間と楽しく
学びませんか。興味のある内容、
アイディアの提案を募集します。
●生涯学習まちづくり丸亀塾
地域のお宝
（人・文化・物など）
を探して、特色のあるまちづ
くりに生かそうとする参加型
学習の講座です。
どちらも要綱・申込書などの
請求は、市生涯学習課へ。

市営住宅の入居者
住宅課 蘂濆８８１４
綾
◯業務担当 蘂燉５５５１
飯
◯業務担当
蘂爛７９５７
資格＝①市内に住居を必要
としている②住宅に困ってい
る③市町村税などを滞納して
いない④同居の家族がいる
（単
身でも入居できる場合がある）

⑤収入が基準の範囲内である
蜴募集住宅＝富士見団地、外
浜団地、今津団地、原田団地
蜴申込期間＝６月１日貊〜７
日貅（土・日曜日除く）蜴選
考方法＝申し込みが募集戸数
を上回る場合は抽選蜴抽選日
＝６月11日豺蜴入居予定＝７
月上旬蜴入居条件＝敷金と連
帯保証人一人が必要蜴注意事
項＝申込時には申込書のみ提
出。その他の必要書類は当選
した人のみ提出。今回の募集
で応募がなかった住宅や特定
公共賃貸住宅についての問い
合わせは、市住宅課へ。

お年寄りの史跡巡訪
福祉課 蘂濆８８３１
対象＝60歳以上で配偶者の
いない人蜴とき＝７月６日貊・
綾 ◯出発蜴
飯
午前８時市役所、◯、
行き先＝亥年二社、備前焼ほ
か蜴定員＝250人
（多数の場合
は抽選）
蜴参加料＝3,500円蜴申
し込み方法＝往復はがきに住
所、氏名、生年月日、電話番号
を記入のうえ、
〒763-8501市福
祉課内老人クラブ事務局へ郵
送蜴締め切り＝６月13日豺

丸亀市環境審議会委員
環境課 蘂濆８８３６
市の環境行政の方向性や実
施のための方策などについて
幅広くご意見を聞くため、環
境審議会委員を募集します。
対象＝市内在住の20歳以上
の人で、環境保全に関心があ
り、年３回程度開催する会議
（半日程度）に出席できる人蜴
定員＝２人程度（書類選考に
よる）蜴申し込み方法＝応募

用紙に必要事項を記入し、応
募理由
（1,000字程度）
の作文を
同封し市環境課へ提出蜴締め
切り＝６月20日貉

みんな楽しく貯筋体操教室
福祉課 蘂濆８８３１
筋力の衰えを感じている人、
体を動かすことの好きな人、
参加してみませんか。蜴対象
＝市内在住の65歳以上の人蜴
内容＝ストレッチ体操や筋力
トレーニングなど蜴参加料＝
無料蜴その他＝申し込みは不
要、高血圧・心臓病などをお
持ちの人は、医師と相談のう
え、参加してください。
◆ひまわりセンター
4階研修会議室1・2
月
開 催 日
5
7
１１ １４
6月
１８ ２５ ２８
2
5
9
１２
7月
１９ ２６ ３０
◆飯山総合保健福祉センター
2階会議研修室
月
開 催 日
1
8
１２ １５
6月
１９ ２２ ２９
3
１０ １３ １７
7月
２０ ２４ ２７
午後1時半〜3時半
※日程などは変更する場合があります。

催

し

生活の知恵を学びませんか
生涯学習課 蘂濆１３９２
①蓬莱大学開校記念講演会
《いきいきとした第二の人生
を送るために》
とき＝６月６日貉・午前10時
蜴ところ＝まなびらんど４階
講座室１蜴講師＝蓮井孝夫さ

●婆娑羅ダンス参加者募集／《踊り連》チーム編成は自由で、7人以上で参加。個人参加も可。参加費無料。
《衣装》→
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ん蜴定員＝70人程度（申込順）
蜴参加料＝無料
②特別教養講座
《身近な法律相談について》
とき＝６月19日貂・午後１時
半蜴ところ＝まなびらんど４
階講座室１蜴講師＝香川県弁
護士会蜴定員＝70人程度（申
込順）蜴参加料＝無料
《生きがいのある生活につい
て》〜お金と上手に付き合う
ためには〜
とき＝６月20日貉・午後１時
半蜴ところ＝まなびらんど４
階講座室１蜴講師＝香川県金
融広報委員会蜴定員＝70人程
度（申込順）蜴参加料＝無料

お知らせ
人権擁護委員制度をご存じですか
人権課 蘂濆８８１１
全国人権擁護委員連合会で
は、
「人権擁護委員法」が施行
された６月１日を「人権擁護
委員の日」と定めて、人権擁
護委員制度の周知および人権
思想の普及・高揚に努めてい
ます。人権問題でお困りの人
は、人権相談所または人権擁
護委員にご相談ください。相
談は無料で、秘密は堅く守ら
れます。それぞれの相談は下
記まで。
子どもの人権110番
（薔0120
-007-110）
、女性の人権ホット
ライン
（蘂0570-070-810）
、
特設
人権相談＝６月１日貊・午前
10時〜午後３時蜴市役所本館
１階相談室、常設人権相談も
あります。

市総合運動公園プールの
一般開放中止について
丸亀市体育協会 蘂濆６２５１
平成19年度の７・８月のプ
ール利用の一般開放を中止し
ます。

介護保険負担限度額更新申請
介護支援課 蘂濆８８０７
介護保険施設に入所してい
る人や短期入所（ショートス
テイ）を利用している人で、介
護保険負担限度額認定を受け

ている人が引き続きサービス
を利用する場合は、７月末ま
でに更新手続きをしてくださ
い。なお、ケアマネージャー・
施設などから既に手続きをし
ている場合は不要ですので担
当者に確認してください。

■食費・居住費の負担限度額（１日当たり）
段階

対 象 者

ユニット型個室

ユニット型準個室
多床室 食 費
従来型個室

1

蘆生活保護を受けている人
蘆住民税非課税世帯で老齢
福祉年金を受けている人
など

490円
820円 （320円） 0円

2

蘆住民税非課税世帯で合計
所得と課税年金収入額の
合計が年額８０万円以下の
人など

490円
820円 （420円） 320円 390円

3

蘆住民税非課税世帯で合計
所得と課税年金収入額の
合計が年額８０万円を超え
る人など

1,640円

300円

1,310円
320円 650円
（820円）

※（ ）は従来型個室で特別養護老人ホームに入所または、
短期入所(ショートステイ）
した場合の金額です。

市大手町西駐車場が便利に
都市計画課 蘂濆８８１２
市では、大手町西駐車場に
自動精算機を導入して、車の
出し入れを24時間可能にしま
した。なお、市役所利用に係
る割引は、下記の場所でカー
ド認証が必要ですのでご注意
ください。
●カード認証機設置場所
市役所1階案内所、
上下水道
部営業課、教育委員会、健康課

幼稚園就園奨励費
教育部総務課 蘂濆８８２０
保護者の負担軽減のため、
国または市の基準に該当する
世帯に対し、入園料・保育料・
預かり保育料の全額または一
部を補助します。
対象＝①市内在住で、３歳
から５歳まで（私立の場合は
満３歳から）
の幼児を市立・私
立の幼稚園に就園させている
保護者②年度途中で幼稚園に
入園する保護者蜴申込先＝通

園する幼稚園

松くい虫薬剤防除
農林水産課 蘂濆８８４５
綾
◯業務担当
蘂燉５５１６
綾歌地区において、松くい
虫薬剤防除（空中散布）を実施
します。雨天または強風の場
合は順延します。散布中は、市
からす だ
あぜ だ
道烏田・畦田線の一部と林道
高見峰線が通行止めとなりま
す。また、薬剤散布後７日間は
山林へ入らないでください。
使用する薬剤は人畜に対して
毒性の低い物ですが、安全を
確保するため、区域には白色
の三角旗を立てています。
予定日＝６月５日貂
（１回目）
、
26日貂（２回目）
・午前５時〜
９時蜴実施区域＝栗熊地区77覿
国道３２号バイパス
至琴平

至高松

■ 綾歌市民総合センター
至岡田駅

大規模農道

栗熊駅

ヘリポート
定連池

通行止

７７ヘクタール
猫山

→衣装・小道具などは、
自由。
《募集締め切り》7月6日貊蜴詳しくは、http://www.marugame-yeg.jp/basara/へ。
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至羽床駅

大高見峰

