bulletin board
（代表）
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

青ノ山墓地公園・
城南共葬墓地墳墓使用者
環境課 蘂濆８８３６
対象＝①市内に住所または
本籍があり、墳墓を必要とし
ている人②市内にある墳墓を
改葬する人蜴申し込み方法＝
墳墓を必要としていることを
墓地名称

種

類

青ノ山
墓地公園

普通墳墓

城 南
共葬墓地

1区画
2区画

区画面積
4㎡
１０㎡
０.８１㎡
１.６２㎡

夏休み親子施設見学
秘書広報課 蘂濆８８００
対象＝小学３〜６年生と保
護者蜴とき＝①７月23日貉②
８月１日貊③22日貊・いずれ
も午前10時〜午後３時蜴コー
ス＝①クリントピア丸亀→猪
熊美術館②消防本部→クリン
トピア丸亀③消防本部→猪熊
美術館蜴定員＝各10組（申込
順）蜴参加料＝無料蜴持参す
る物＝弁当、水筒蜴締め切り
＝７月18日貊蜴申込先＝市秘
書広報課

水辺空間のビュースポット
都市計画課 蘂濆８８１２
夏から秋にかけての丸亀の
水辺空間ビュースポットを募
集します。
応募方法＝応募用紙に必要

証明する書類（埋火葬許可証、
埋蔵証明書など）、住民票（本
籍地記載で、世帯全員のもの。
戸籍謄本が必要になる場合も
あります）、印鑑を市環境課
へ持参蜴申込期間＝７月１日
貂〜31日貅蜴その他＝①申し
込み多数の場合は抽選②区画
決めの抽選会があります③１
世帯につき１区画限りです
（既
に市営墓地を使用している人
が同一世帯にいる場合は申し
込めません）
管理料は３年分前納で、市
内に住所がない人の使用料は
５割増しになります。
永代使用料 管理料（年間）募集数（予定）
300,000円
3,000円
92
750,000円
7,500円
8
60,000円
500円
11
120,000円
1,000円
47

事項を記入し、市都市計画課
（〒763-8501市都市計画課）
へ持参、郵送、またはメール
で応募蜴募集期間＝７月１日
貂〜９月30日貂
なお、応募用紙は市都市計
画課または市ホームページで
入手できます。

女性消防団員
消防本部総務課 蘂澪４００３
市消防団では、下記のとお
り女性消防団員を募集します。
応募資格＝市内に居住する
18歳以上50歳未満の健康な女
性（ただし、島しょ部の年齢
制限の上限はありません）蜴
募集人員＝38人蜴申し込み方
法＝消防本部、市役所、各市
民センターに設置する応募用
紙に必要事項を記入し、市消
防本部総務課へ提出蜴受付期

間＝７月１日貂〜31日貅
詳しくは、市または丸亀市
消防団ホームページをご覧く
ださい。

まるがめ文化芸祭作品
丸亀市文化協会 蘂濆８８２２
10月に開かれるまるがめ文
化芸術祭の作品を募集します。
対象＝市内に在住または勤
務する人で、香川県美術展覧
会以上の展覧会に入賞・入選
した人蜴内容＝自己の制作し
た作品で、丸亀市内において
未発表の作品を一人１点蜴申
込期間＝９月1日豺〜10日貉
要綱など詳しくは、丸亀市
文化協会へ。

催

し

生涯学習講演会
生涯学習課 蘂濆１３９２
とき＝７月24日貅・午後１
時半〜３時蜴ところ＝飯山総
合学習センター２階研修室蜴
演題＝お付き合いのマナー蜴
講師＝村尾美江さん（民俗作
法研究会）蜴定員＝40人程度
蜴参加料＝無料蜴申込先＝市
生涯学習課

水 辺 の 教 室
環境課 蘂濆８８３６
対象＝小・中学生（小学生
以下は保護者と一緒に参加）
蜴とき＝７月23日貉・午前９
時〜午後０時半（雨天の場合
は７月30日貉に順延）蜴とこ
しお
ろ＝西汐入川、金倉川蜴定員
＝20人（申込順）蜴参加料＝
無料蜴締め切り＝７月18日貊

●星空探検隊（スターウオッチング）／とき＝8月4日豺・午後7時半〜9時半（雨天の場合は8月5日貂）蜴ところ＝→
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土器川生物公園で自然と遊ぼう
都市計画課 蘂濆８８４３
対象＝幼児、小学生蜴とき
＝７月６日豸・午前８時蜴と
ころ＝土器川生物公園蜴内容
＝クリーン作戦、七夕飾り作
り、魚のつかみ取りなど

土器川一斉清掃
建設課 蘂濆８８１３
とき＝７月６日豸蜴ところ＝
土器川河川公園
（土器町）
、
土器
川公園
（川西町）
：午前６時半、
土器川公園（飯山町）：午前７
時、綾歌土器川公園：午前７時
半、土器川生物公園：午前８時

楽しい運動をしませんか
地域包括支援センター 蘂爛７９５５
《ころばんぞぉ〜教室》
とき＝ひまわりセンター：
７月４日貊、18日貊・午後１
時半〜３時半、飯山総合保健
福祉センター：７月８日貂、
22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：
７月４日貊、18日貊・午前10
時〜11時半、飯山総合保健福
祉センター：７月８日貂、22
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＝７月２日貉、９日貉、
16日貉、23日貉・午後1時半
〜３時半蜴ところ＝綾歌保健
福祉センター
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。

平成２０年度
丸亀市障害者スポーツ大会
福祉課 蘂濆８８０５
とき＝７月５日貍・午前９
時〜午後１時蜴ところ＝市民
体育館

詳しくは、市福祉課へ。

農業用軽油免税証の申請
農林水産課 蘂濆８８４５
綾
◯業務担当
蘂燉５５１６
飯
◯業務担当 蘂爛７９５６
農業用軽油免税証の申請を

下記のとおり市役所南館１階
会議室で受け付けます。
なお、指定の日時に来庁で
きない人は、ほかの時間帯で
も受け付けます。
持参する物など詳しくは、
市農林水産課へ。

と き
午前9時〜正午
午後1時〜4時
7月8日貂 垂水･川西
飯野･郡家･三条
7月9日貉 金倉･中津･新田･土器 今津･田村･塩屋･原田･津森･山北･柞原･その他
綾歌･飯山地区は各市民総合センターで随時受け付けています。

お知らせ
乳幼児医療助成制度の改正
児童課 蘂濆８８０８
市外での受診時で「乳幼児
医療費受給資格者証」を提示
した場合、立て替え払いを行
っていましたが、８月から県
内のすべての病院・薬局（ただ
し、接骨院を除く）で、窓口で
の支払いがなくなります。
ただし、保険が適用になら
ないものについては、今まで
どおり自己負担となります。
新しい受給資格者証は７月
末に郵送します。
詳しくは、市児童課へ。

心身障害者医療制度の改正
福祉課 蘂濆８８０５
県の制度改正に伴い、8月
から新たに、制度の対象とな
る人は65歳未満で心身障害者
になった人に変わります。
ただし、現在の対象者は従
来どおりです。
詳しくは、市福祉課へ。

保 険 課 か ら
保険課 蘂濆８８４２
●高齢受給者証
国民健康保険加入者のうち、
高齢受給者（70歳以上75歳未
満）にお渡ししている「国民
健康保険高齢受給者証」の有
効期限は、７月31日貅までで

す。新しい高齢受給者証は７
月末までに郵送します。
●特定疾病療養受療証
有効期限が平成20年７月31
日と記載された「国民健康保
険特定疾病療養受療証」をお
持ちの人に、新しい受療証を
７月末までに郵送します。
●限度額適用認定証、標準負
担額減額認定証、限度額適用・
標準負担額減額認定証
平成20年８月１日貊から有
効となるこれらの認定証を７
月22日貂からお渡しします。
印鑑を持参のうえ、市保険課、
綾
飯
◯・◯市民生活担当で手続き
をしてください。

コミュニティセンター市長室
秘書広報課 蘂濆８８００
市では、タウンミーティン
グ（市長と語る会）をリニュ
ーアルし、コミュニティセン
ター市長室を開催します。
これは、市民と市との協働
を進める手法の一つとして、
市長が地域に出向き、市の施
策や地域の課題などについて
直接意見交換するものです。
７月の予定は下記のとおり
です。気軽にお越しください。
と

き

ところ

7月 1 日貂・午後1時

コ
飯野◯

7月１３日豸・午前9時

コ
城南◯

7月３０日貉・午後1時

コ
広島◯

コ
※◯はコミュニティセンターを
表わします。

→土器川生物公園蜴定員＝５０人（申込順）蜴参加料＝無料蜴締め切り＝7月３０日貉蜴申込先＝市環境課（蘂濆８８３６）
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