日本たばこ協会から
●四国4県でも、２００８年5月
より、自販機でのたばこの購
入に専用のＩＣカードが必要
になります
未成年者喫煙防止の取り組
みの一環として、2008年７月
までに、全国のたばこ自販機
は成人識別機に変わります。
この自販機でたばこを購入す
る際には、成人にのみ発行さ
れる専用のＩＣカード「 t a s p o
（タスポ）」が必要になりま
す。
四国４県では、2008年２月
よりカードの申し込み受け付
けを開始し、2008年５月より
カードが必要になります。発
行手数料、年会費は無料です。
申込書は、たばこ販売店店頭
などで入手できます。
詳しくは、taspoホームペー
ジ
（http://www.taspo.jp/）
ま
たは譖日本たばこ協会taspo
運営センター（薔0120-222180・土・日曜日、祝日を除く
午前９時〜午後５時）へ。

平成19年分の確定申告
税務署では、確定申告書や
収支内訳書などの提出書類を
ご自分で作成し、
イータックス
（e-Tax ホームページ http://
www.e-tax.nta.go.jp）
や郵送

今月の表紙
本島は、瀬戸内海国立公
さん

園の中に位置し、備讃海域
しわく

に点在する塩飽諸島の中心
島で、歴史や文化財の宝庫

などで早目に提出していただ
くことをお勧めしています。
なお、ご自分で確定申告書
を作成される人のために、確
定申告会場（申告書作成コー
ナー）を設置し、記載方法の
アドバイスを行います。
《確定申告会場》
とき＝２月４日豺〜３月17
日豺・午前９時〜午後４時半
（土・日曜日、祝日は除く）
蜴ところ＝ひまわりセンター
この期間、丸亀税務署内に
は、確定申告会場は設けてい
ませんので、ご注意ください。
申告と納税の期限は、所得
税、
贈与税は３月17日豺まで、
消費税および地方消費税（個
人事業者）は３月31日豺まで
です。納税には、安全・確実・
便利な振替納税（口座振替）
をご利用ください。
詳しくは、丸亀税務署（蘂
澹2221代表）へ。

四国ポリテックビジョン2008
四国職業能力開発大学校が
行う能力開発事業を地域のみ
なさんに紹介します。
とき＝２月29日貊・午前10
時〜午後４時半、３月１日貍・
午前10時〜午後３時蜴ところ
＝四国職業能力開発大学校蜴
内容＝記念講演、研究発表、
ものづくり体験コーナー、虫
型ロボット競技会、さぬき手
●市の人口（1月1日現在）前月比
人 口 １１０,５５０人（＋１１５）
男
５３,３８７人（＋ ４２）
女
５７,１６３人（＋ ７３）
世帯数 ４１,８６６世帯（＋ ６７）

●市の面積 １１１.７９裄

です。映画のロケも行われ

打ちうどん体験など蜴問い合
わせ先＝四国職業能力開発大
学校援助計画課（蘂濆6298）

無料調停相談会
とき＝２月21日貅・午前10
時〜午後３時蜴ところ＝坂出
市勤労福祉センター２階（坂
出市）蜴問い合わせ先＝丸亀
調停協会（蘂澹5111）

公正取引委員会
平成２０年度消費者モニター
対象＝20歳以上の人（学生
可）蜴仕事の内容＝年２回の
モニター研修会への出席、年
数回のアンケート調査の回答、
日常生活の経験に照らした消
費者としての意見や情報の提
供など蜴任期＝４月〜平成21
年３月末日蜴謝礼＝年額6,000
円、別途研修会出席１回につ
き3,000円
（交通費込み）蜴締
め切り＝２月15日貊
申し込み方法など詳しくは、
公正取引委員会事務総局近畿
中国四国事務所四国支所取引
課（蘂087-834-1441）へ。

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）
●交通事故（１２月）
事 故 １３４件
死 者 ０人
負傷者 １６８人

かがわ長寿大学
平成２０年度受講生
対象＝平成20年４月１日に
60歳以上で、
過去にかがわ長寿
大学を受講したことのない県
内在住の人蜴とき＝４月〜平
成22年3月・午前10時〜午後2
時半（２年制、年26回）蜴とこ
ろ＝香川県社会福祉総合セン
ター７階大会議室（高松市）蜴
定員＝170人
（多数の場合は抽
選）
蜴受講料＝１年間につき２
万円
（予定、
教材費を含む）
蜴申
込期間＝２月１日貊〜29日貊
申し込み方法など詳しくは、
譛かがわ健康福祉機構長寿社
会部（蘂087-863-0222）へ。

平成２０年度高等学校
通信制課程生徒
通信制課程は、高等学校卒
業資格を得ようとする人、働
きながら学びたい人や教養を
高めたい人、より広い知識を
得るために特定の科目を学ぼ
うとする人たちが、年齢や職
業に関係なく、月に３回程度
日曜日に登校して面接指導を
受け、平素は自宅で学習し、
通信による添削指導を受ける
制度です。
対象＝中学校またはこれに
準ずる学校を卒業した人蜴コ
ース＝３年修業コース（丸亀

高校 ）、４年修業コース（高
松高校、丸亀高校）蜴試験日
＝個別に通知蜴試験会場＝出
願した高校蜴年間受講料＝１
科目につき730円（別途教科
書代などが必要）蜴入学選考
料＝480円蜴受付期間＝３月
３日豺〜21日貊・午後１時
出願手続きなど詳しくは、
香川県立丸亀高等学校通信制
課程（蘂澹6003）または香川
県立高松高等学校通信制課程
（蘂087-831-7244）へ。

さぬき福祉専門学校
平成２０年度学生
対象＝高等学校を卒業した
人または高等学校卒業程度認
定試験に合格した人）蜴募集
学科＝介護福祉学科蜴修業年
限＝２年蜴試験日＝２月28日
貅、３月28日貊蜴定員＝40人
詳しくは、さぬき福祉専門
学校（蘂澡8500）へ。

第２８回 愛の広場参加者
障害者やボランティアなど、
市民手作りの福祉イベント
「愛
の広場」の参加者を募集しま
す。
さん
対象＝中・西讃地域の福祉
施設、障害者団体・支援団体
および準備や当日の運営など
を手伝ってくれる個人蜴締め
きり＝２月18日豺蜴申込先＝

●救急出場件数
●火 災 の 発 生
６件

※臨時払戻日＝2月１５日貊

にぎ

海水浴客で賑わいます。

納期蘋2月１０日〜２９日

●2月のサイクリング／整備された安全な自転車でご参加ください。蜴とき＝2月１０日豸蜴ところ＝国分寺→
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まるがめ競艇のイベント

ＧⅠ第５１回 四国地区選手権
2/9 貍〜14 貅
《金沢明子歌謡ショー》

2月10日豸
蘆午前１０時
蘆第8Ｒ発売中
（イベント広場）

《笑い飯 爆笑ステージ》

2月11日豢
蘆午前１０時 蘆第8Ｒ発売中
（イベント広場）

※本場、
ボートピアまるがめのみ発売

＊中讃ケーブルビジョン１７chで放送中

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

るほど風景が美しく、夏は

とき＝２月17日豸・午後１
時半〜４時蜴ところ＝高松市
生涯学習センター「まなびＣ
ＡＮ」多目的ホール（高松市）
蜴演題＝木造住宅の耐震性能
を確保する診断・補強とは蜴
講師＝田原賢さん（木構造建
築研究所田原主宰）蜴定員＝
220人（申込順）蜴参加料＝
無料
申し込みなど詳しくは、譖
香川県建築士事務所協会（蘂
087-821-4280）へ。

2/1貊 2貍 3豸 4豺 5貂（〜1/31貅）

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

４０４件

木造住宅耐震対策講座

ＧⅠ第51回 中国地区選手権《場外発売》

納税は便利な口座振替で

固定資産税/4期分

丸亀ボランティア協議会（蘂
澤7625）

（前売り投票所で実施します）

ＧⅠ第51回 近畿地区選手権《場外発売》
、ボートピア
2貍 3豸 4豺 5貂 6貉 7貅 ※本場
まるがめのみ発売

ＧⅠ第51回 四国地区選手権

9貍 10豸 11豢 12貂 13貉 14貅
香川県中部広域競艇事業組合39周年記念

19貂 20貉 21貅 22貊 23貍 24豸
ＧⅠ住之江51周年《場外発売》

20貉 21貅 22貊 23貍 24豸 25豺
ＧⅠ常滑54周年《場外発売》

26貂 27貉 28貅 29貊（〜3/2豸）

→（高松市）蜴集合＝市役所前・午前8時半蜴持ち物＝手袋、帽子、水筒、雨具蜴問い合わせ先＝市秘書広報課（蘂濆８８００）
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