子育て中のみなさんの
就職活動をサポート
ハローワーク丸亀では、平
成19年５月30日に、子育てを
しながら就職したい人のため
の職業相談窓口「マザーズサ
ロン」を開設しました。子育
てをしながら働ける求人情報、
予約制などによる職業相談、
保育情報などのサービスメニ
ューを用意しています。お子
さん連れでも安心して相談で
きます。ご利用は無料です。
とき＝毎週月〜金曜日（祝
日、年末年始は除く）・午前
８時半〜午後５時15分蜴とこ
ろ＝ハローワーク丸亀蜴問い
合わせ先＝ハローワーク丸亀
（蘂澡8609）

労災病院公開健康講座
とき＝６月21日貅・午後１
時半〜３時蜴ところ＝香川労
災病院管理棟３階会議室蜴演
題＝肺がんの診断と治療蜴講
師＝荒木雅史さん（香川労災
病院呼吸器内科部長）蜴問い
合わせ先＝香川労災病院総務
課（蘂澹3111）

さぬき青年会議所
創立10周年記念事業
とき＝６月10日豸・午後２

今月の表紙
地区の南端にある仁池、
大
窪池の二大ため池は、田植
え前の水面に陽光を浴びて
輝いています。また、原川

時開演蜴ところ＝ホテルセン
トカテリーナ宇多津（宇多津
町）蜴演題＝現在の少年法の
問題点並びに犯罪被害者のケ
アについて蜴講師＝奥野修司
さん（『心にナイフをしのば
せて』著者）蜴入場料＝無料
蜴問い合わせ先＝譖さぬき青
年会議所（蘂澹0685）

エコ丸工房へ行こう
《一般向けリサイクル講座》
６月16日貍＝古布で作るす
ずめのブローチ蜴17日豸＝木
工作・沖縄の置物（シーサー）
蜴24日豸＝自転車の点検修理
体験
《小学生親子向けリサイクル
講座》
６月９日貍＝牛乳パックで
紙すき体験
申し込みなど詳しくは、クリ
ントピア丸亀（蘂炬1144）
へ。

2007年度手話奉仕員
養成講座 入門課程
対象＝手話奉仕員活動をし
ようとする満18歳以上の人で、
全講座に参加できる人蜴とき
＝７月21日から平成20年２月
16日までの毎月第１・第３土
曜日・午後１時半〜４時40分
蜴ところ＝ひまわりセンター
蜴受講料＝無料（ただし、テ
キスト代が必要）蜴締め切り

＝６月30日貍
詳しくは、香川県聴覚障害者
福祉センター
（蘂087-868-9200）

香川県要約筆記奉仕員
養成講座 基礎課程
とき＝６月16日から７月28
日までの毎週土曜日・午後１
時〜４時蜴ところ＝ひまわり
センター蜴定員＝20人（申込
順）蜴問い合わせ先＝市秘書
広報課（蘂濆8800）

一緒に合気道を
しませんか
とき＝毎週木曜日・午後７
時〜９時蜴ところ＝城乾コミ
ュニティセンター蜴申込先＝
（蘂濆5770）

第４９回 水道週間（6月1日〜7日）

外国人の不法滞在・不法
就労防止にご協力を
近年、不法入国者および不
法残留者などが我が国に多数
滞在するようになりました。
丸亀市も例外ではありません。
不法に入国している人、在
留期間が切れた後も滞在して
いる人、就労が認められない
在留資格の人を、事業主が雇
用することはできません。雇
用に当たっては、「旅券」や
「外国人登録証」で、在留資
格・在留期間の確認をしてく
ださい。みなさんのご協力を
お願いします。
詳しくは、丸亀警察署（蘂
澤0110）へ。

平成１９年度
香川県女性友好の翼

「水道が うるおす日々の 健やかさ」
※水道ＨＰにはお役立ち情報満載！
http://www.marugame-suidou.jp
入札結果なども公開しています。

備讃瀬戸海上交通センター
施設の一般公開
とき＝７月１日豸・午前10
時〜午後３時蜴ところ＝備讃
瀬戸海上交通センター（宇多
津町）蜴問い合わせ先＝備讃
瀬戸海上交通センター整備課
管理係（蘂瀲3366）
さん

対象＝平成19年４月１日現
在、満30歳以上満60歳未満の
県内在住の男女共同参画の推
進に意欲のある女性で、地域
で活動できる人蜴とき＝10月
13日貍〜21日豸蜴訪問国＝フ
ィンランド、デンマーク蜴定
員＝10人蜴選考方法＝書類審
査で選考のうえ面接を実施蜴
参加料＝20万円（派遣経費の
半額）蜴申込期間＝６月１日
貊〜７月６日貊蜴申込先＝市
男女共同参画室（蘂濆8839）

●市の人口（5月1日現在）前月比

●交通事故（4月）

納税は便利な口座振替で

人 口 １１０,２２５人（＋ ５０）
男
５３,２１６人（＋ １６）
女
５７,００９人（＋ ３４）
世帯数 ４１,５４６世帯（＋１３２）

事 故 １３６件
死 者 ３人
負傷者 １７３人

市・県民税/1期分

●市の面積 １１１.７９裄

エンマ堂には、昔から伝わ

●救急出場件数
３７９件

●火 災 の 発 生
１３件

納期蘋6月１０日〜7月2日

●6月のサイクリング／とき＝6月１０日豸蜴ところ＝はくちょう温泉、楠井の名水（高松市）蜴集合＝→
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女性の権利110番
香川県弁護士会では、女性
に対する暴力を中心とする女
性の権利一般に関する無料相
談を実施します。
とき＝6月23日貍・午前10時
〜午後2時蜴電話相談
（予約不
要）＝蘂087-822-3693蜴面接
相談（予約制）＝香川県弁護士
会館（高松市）蜴申込先＝香川
県弁護士会
（蘂087-822-3693）

井上通女をしのんで
《講演会》
とき＝６月27日貉・午後２時
半〜３時半蜴ところ＝丸亀高
校同窓会館会議室蜴演題＝
「丸
中・丸女・そして丸校」〜その
校風〜蜴講師＝秋山尚さん
《墓参》
とき＝６月27日貉・午後４
時〜５時蜴ところ＝法音寺
申し込みは、
６月８日貊まで
に、丸亀高校（蘂澹5248）
へ。

スポーツを始めませんか
《ソフトバレーボール教室》
対象＝小学４年生以上蜴と
き＝７月７日からの毎週土曜

日・午後７時（全５回）
《キッズテニス体験教室》
対象＝４歳以上小学３年生
以下蜴とき＝７月14日からの
毎週土曜日・午後１時半（全
４回）蜴定員＝30人
各教室とも場所は、
飯山総合
運動公園体育館で、
参加料が必
要です。申し込みなど詳しく
は、
ＮＰＯ法人スポーツクラブ
飯山事務局（蘂爛6800）へ。

第２５回 ちびっこ冒険学校
対象＝小学３年生以上中学
２年生以下の子ども蜴とき＝
７月28日貍、29日豸（一泊二
日）蜴ところ＝浦山川（愛媛
県）蜴定員＝20人（申込順）
蜴参加料＝6,000円（食費、
交通費、保険料を含む）蜴問
い合わせ先＝市秘書広報課（蘂
濆8800）

四国・カナディアン
グローバルキャンプ
対象＝小学５年生〜中学２
年生蜴とき＝第１回：８月７日
貂〜14日貂、
第２回：８月15日
貉〜22日貉蜴ところ＝ル・ポ
ール粟島（三豊市）蜴参加料＝
７万9,000円（食費、宿泊費、
プログラム費、保険料などを
含む）蜴締め切り＝７月13日
貊蜴申込先＝ＮＰＯ法人四国
NＥＴＴ（蘂087-825-1746）
ＳＧ 第34回 笹川賞《場外発売》

6/1貊 2貍 3豸
（5/29貂〜）

5貂 6貉 7貉 8貊 9貍 10豸

＊中讃ケーブルビジョン１７chで放送中

ジューンカップ

まるがめ競艇ホームページ
URL：http://www.marugamekyotei.jp/

ＧⅠ蒲郡52周年《ナイター場外発売》

7貅 8貊 9貍 10豸 11豺 12貂
ＧⅠ江戸川52周年《場外発売》11豺 12貂

競艇場に関する各種情報・競艇 ＧⅠ京極賞開設55周年記念
場内イベント予定などを掲載して
貍
豸
豺
貂
貉
貅
います。
Ｓ
Ｇ
第17回
グラン
ドチャンピオン決定戦
《場外発売》
ぜひ一度、アクセスしてみてくだ
貂
貉
貅
貊
貍
（〜7/ 豸）
さい。新しい発見があるかも……。

16 17 18 19 20 21

る盆踊りがあり、民俗芸能
の原型をとどめています。

事前研修、事後研修には必
ず参加してください。詳しく
は、県県民活動・男女共同参
画課（蘂087-832-3197）へ。

26 27 28 29 30

→市役所前・午前8時半蜴持ち物＝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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