近代和風建築
総合調査事業にご協力を
県教育委員会では、明治か
ら昭和20年までに伝統的技法
および意匠を用いて造られた
住宅、公共建築、宗教建築、
製造建築、商業施設などのい
わゆる近代和風建築について、
平成20年度から21年度にかけ
て、現状を把握するとともに、
今後の保護・活用のための基
礎資料とするため、所在地、
形態、意匠および保存状況な
どに関して、市教育委員会を
通じて調査します。みなさん
のご協力をお願いします。
詳しくは、県教育委員会事
務局生涯学習・文化財課（蘂
087-832-3787）へ。

不要な学習教材の
購入にご注意を
「教材業者が家に来て長時
間居座り、『教科書の内容に
沿っている』とか『教師の指
導書の内容と同じ』などと言
って、中学校３年間の学習教
材を強引に勧められたので、
断りきれず、95万円で契約し
てしまった。高額でもあり、
解約したい」といった相談が
寄せられています。
長期間にわたる契約はトラ
ブルのもと。学校での指導方

今月の表紙
富熊地区は、古墳からも
分かるように、古くから山
を切り開き、平地を耕して
農作物を作ってきました。

法などが変わる可能性もあり
ます。また、本当に役立つかど
うかを考えることも大切です。
なお、一定の条件を満たす
学習教材や家庭教師の契約は、
クーリングオフ（一定期間内
の無条件解約）や中途解約が
できます。
消費生活に関する相談は、
香川県消費生活センター（蘂
087-833-0999）
、多重債務・
ヤミ金融に関する相談は、専
用電話（蘂087-834-0008）
へ。

労災病院 公開健康講座
とき＝６月19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
＝じん臓の働きと病気蜴講師
＝山本佳彦さん
（香川労災病院
じん
腎臓代謝内科副部長）
蜴受講料
＝無料蜴問い合わせ先＝香川
労災病院総務課（蘂澹3111）

世界麺フェスタ2008inさぬき
学術フォーラム（市民講座）
めん

「小麦から麺へ〜小麦粉の
性質を知り、麺への道筋を科
学する〜」をテーマに、講演
会、展示、実演を行います。
とき＝６月14日貍・午後１
時半〜４時半蜴ところ＝善通
寺市民会館ホール蜴入場料＝
無料蜴問い合わせ先＝近畿中
国四国農業研究センター企画

管理部業務推進室（蘂084-92
3-4563）

地域包括支援センターの
運動教室

包丁研ぎ 無料サービス
建設組合住宅デー行事とし
て、包丁研ぎを一人２丁まで
無料で行います。住宅相談も
行います。
とき＝市民ひろば：６月22
日豸・午前８時半〜11時、ド
ルカス乳児保育所玄関前：６
月29日豸・午後１時〜３時蜴
蜴問い合わせ先＝建設労働組
さん
合中讃地方支部（蘂澤2788）

エコ丸工房へ行こう
《一般・親子向けリサイクル
講座》
６月14日貍＝牛乳パックで
紙すき体験蜴22日豸＝自転車
の点検修理体験
《赤ちゃんのガラスの足型》
赤ちゃん誕生記念に、ガラ
スの足型を作ってみませんか。
費用は、１足型8,000円です。
約１か月後に、桐箱に入れ、
ネームプレートを添えて、お
渡しします。事前に電話で予
約してください。
対象＝足のサイズが12㎝以
下の赤ちゃん蜴とき＝毎月第
３・第４日曜日蜴ところ＝ク
リントピア丸亀エコ丸工房蜴
申込先＝クリントピア丸亀
（蘂
炬1144）

《ころばんぞぉ〜教室》
とき＝ひまわりセンター：
６月６日貊、20日貊・午後１
時半〜３時半、飯山総合保健
福祉センター：６月10日貂、
24日貂・午前９時半〜11時半
《からだ楽らく教室》
とき＝ひまわりセンター：
６月６日貊・20日貊・午前10
時〜11時半、飯山総合保健福
祉センター：６月10日貂、24
日貂・午後１時半〜３時蜴持
参する物＝タオル１本
《高齢者運動教室》
とき＝綾歌保健福祉センタ
ー：６月４日貉、
11日貉、
18日貉、
25日貉・午後１時半〜３時半
各教室とも、おおむね65歳
以上の軽い体操ができる人を
対象に行います。参加料は無
料で、申し込みは不要です。
直接会場にお越しください。
詳しくは、地域包括支援セ
ンター（蘂爛7955）へ。

井上通女をしのんで
《講演会》
とき＝６月23日豺・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＝
通女と養性院蜴講師＝秋山尚
さん

●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 １１０,５５９人（＋ ４８）
男
５３,４１４人（＋ ５２）
女
５７,１４５人（− ４）
世帯数 ４２,１４３世帯（＋１３７）

事 故 ９５件
死 者 ０人
負傷者 １２０人

市・県民税/1期分

●市の面積 １１１.８０裄

その穏やかな風土の中、

防災フォーラム
とき＝６月23日豺・午後７
時半蜴ところ＝市民会館中ホ
ール蜴テーマ＝安全で災害に
強いまちを目指して蜴入場料
＝無料蜴問い合わせ先＝譖さ
ぬき青年会議所（蘂澹0685）

県立丸亀競技場の
スポーツ教室
《小学生陸上教室Ⅰ》
対象＝小学４〜６年生蜴と
き＝７月17日貅、24日貅、28
日豺、
31日貅、
８月21日貅、
25
日豺、27日貉・午後５時半〜
７時半蜴ところ＝県立丸亀競
技場蜴定員＝50人（申込順）
蜴参加料＝2,100円蜴受け付
け＝６月17日貂から
《小学生フットサル教室》
対象＝小学４〜６年生蜴と
き＝７月18日貊・午後５時半
〜７時半、22日貂、25日貊、
29日貂、８月22日貊、26日貂、
28日貅・午後３時〜５時蜴と
ころ＝県立丸亀競技場蜴定員
＝50人（申込順）蜴参加料＝
2,100円蜴受け付け＝６月18
日貉から

●救急出場件数

＊中讃ケーブルビジョン１７chで放送中

1豸 2

5/
豺（ 29貅〜）

ジューンカップ

5貅 6貊 7貍 8豸 9豺 10貂

神を祭り、五穀豊穣を祈り

ＧⅠ多摩川開設54周年《場外発売》

ながら、暮らしてきました。

納期蘋6月１０日〜３０日

●6月のサイクリング／申し込みは不要です。蜴とき＝6月8日豸蜴ところ＝塩入温泉（まんのう町）蜴→
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とき＝毎週水曜日・午後７
時〜９時蜴ところ＝城坤コミ
ュニティセンター蜴問い合わ
せ先＝市秘書広報課
（蘂濆8800）

第２５回 チャリティーゴルフ
丸亀明日の会結成30周年記
念市民チャリティーゴルフ大
会を開催します。
対象＝市内に在住または勤
務する人蜴とき＝７月12日貍
蜴ところ＝詫間カントリーク
ラブ（三豊市）蜴定員＝200人
蜴参加料＝3,000円蜴問い合わ
せ先＝市秘書広報課
（蘂濆8800）

テニスを体験してみませんか
丸亀市テニス協会では、定年
退職者や若いテニス愛好者が、
毎週火・木曜日の午前中にテ
ニスを楽しんでいます。わた
したち会員がテニス体験のお
手伝いをします。コートを傷
めないシューズで、ご参加く
ださい。
とき＝毎週火・木曜日・午前
10時〜正午蜴ところ＝市総合
運動公園テニスコート蜴会費
＝月1,000円蜴問い合わせ先
＝市秘書広報課（蘂濆8800）

5貅 6貊 7貍 8豸

サンケイスポーツカップ

●火 災 の 発 生

一緒に合気道をしませんか

※ボートピアまるがめのみ発売 ※丸亀開催12Ｒ終了後から発売

6/1豸（5/27貂〜）

３３１件

申し込みは、参加料を添えて
県立丸亀競技場
（蘂澡5800）
へ。

蒲郡一般競走《ナイター場外発売》

ＳＧ第35回笹川賞（平和島）
《場外発売》

３件

ほう じょう

《墓参》
とき＝６月23日豺・午後４
時〜５時蜴ところ＝法音寺
申し込みは、
６月６日貊まで
に、丸亀高校
（蘂澹5248）
へ。

5貅 6貊 7貍 8豸 9豺 10貂

ＧⅠ京極賞開設56周年

14貍 15豸 16豺 17貂 18貉 19貅
ＧⅠ住之江ダイヤモンドカップ《ナイター場外発売》

14貍 15豸 16豺 17貂 18貉 19貅
※ボートピアまるがめ・朝倉のみ発売 ※丸亀開催12Ｒ終了後から発売

ＳＧ第18回グランドチャンピオン決定戦《場外発売》

24貂 25貉 26貅 27貊 28貍 29豸
ＧⅢ女子リーグ戦（蒲郡）
《ナイター場外発売》

24貂 25貉 26貅 27貊 28貍 29豸
※ボートピアまるがめ・朝倉のみ発売

→集合＝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）

22

