介護予防のための体操教室
申し込みは不要です。
対象＝おおむね65歳以上の
軽い体操ができる人蜴とき＝
７月〜平成21年３月蜴参加料
＝無料蜴問い合わせ先＝市地
域包括支援センター
（蘂爛7955）
と き

と こ ろ

毎月第1火曜日 介護老人保健施設
10：00〜12：00 すこやか苑（郡家町）
毎月第2水曜日 ケアハウス垂水
（垂水町）
14：00〜16：00
毎月第3金曜日 珠光園うらら
（飯野町）
10：00〜12：00
毎月第2日曜日 ニチイケアセンター
（中津町）
14：00〜16：00 丸亀
毎月第2木曜日 介護有料老人ホーム
13：30〜15：00 ネムの木（川西町）
毎月第3水曜日 転倒予防を考える会
9：30〜11：30 事務所 （綾歌町）
毎月第2火曜日 飯山総合運動公園
9：30〜11：30 体育館 （飯山町）
毎月第2日曜日 飯山南コミュニティ
13：00〜15：00 センター （飯山町）
毎月第4日曜日 城北コミュニティ
13：00〜15：00 センター（御供所町）
毎月第3日曜日 城西コミュニティ
13：00〜15：00 センター （山北町）

善通寺看護学校
オープンカレッジ
とき＝７月19日貍、８月23
日貍・午前９時半〜午後２時
蜴ところ＝善通寺看護学校
（善
通寺市）蜴内容＝看護技術体
験、公開講座、学校紹介蜴参
加料＝無料蜴締め切り＝７月
９日貉（当日参加も可）蜴問

今月の表紙
川西地区は南北に長い地
形で、土器川が流れ、ため
池のある風景など、景観が
美しい地区です。また、古

い合わせ先＝善通寺看護学校
（蘂烝3688）

丸亀市テニス協会の大会
《丸亀市月例親睦大会》
とき＝７月20日豸・午前９時
《丸亀市テニス大会ダブルス》
とき＝７月27日豸・午前９時
蜴締め切り＝７月13日豸
《丸亀市テニス大会シングルス》
とき＝８月17日豸・午前９時
蜴締め切り＝８月３日豸
申し込みなど詳しくは、市秘
書広報課（蘂濆8800）

市民会館・アイレックスの
カルチャー教室
《パソコン教室・無料体験講座》
とき＝市民会館：８月４日
豺・午前10時〜11時半、
７日貅・
午後１時半〜３時、
アイレック
ス：８月４日豺・午後１時半
〜３時、
７日貅・午前10時〜11
時半蜴定員＝20人（申込順）
《パソコン教室・超初心者対象・
文字入力講座》
とき＝市民会館：８月18日
から28日までの毎週月・木曜
日・午前10時〜11時半、
アイレ
ックス：８月18日から28日まで
の毎週月・木曜日・午後１時半
〜３時蜴定員＝20人
（申込順）
蜴受講料＝4,800円
《ピラティス教室》
とき＝７月17日から９月18

日までの毎週木曜日・午前10
時半〜11時半蜴ところ＝市民
会館蜴定員＝20人（申込順）
蜴受講料＝7,000円
《やさしいヨーガ教室》
とき＝７月23日から９月10
日までの毎週水曜日（第３水
曜日を除く）・午前10時半〜
正午蜴ところ＝市民会館蜴定
員＝20人（申込順）蜴受講料
＝5,000円
申し込みなど詳しくは、市
民会館（蘂澹4141）、アイレ
ックス（蘂燉6800）へ。

第１０回来恋祭祭まつり
とき＝７月26日貍・正午〜
午後９時、27日豸・午前10時
〜午後４時蜴ところ＝アイレ
ックス蜴内容＝文化交流展、
映画「シッコ」上映など
夏休み宿題教室、
かぶと虫相
撲大会、
フリーマーケットの参
加者募集中です。詳しくは、
市秘書広報課（蘂濆8800）

行革出前講座
とき＝７月８日貂・午前10
時〜正午蜴ところ＝まなびら
んど５階ゆめ蜴講師＝丸亀市
企画課長、丸亀市行政改革推
進室長蜴内容＝行政評価、人
材育成について蜴問い合わせ
先＝市秘書広報課
（蘂濆8800）

関節リウマチ講演会
とき＝７月12日貍・午後２
時〜４時蜴ところ＝ひまわり
センター４階蜴演題＝リウマ
チとリハビリテーション蜴講
師＝真鍋等さん（高松平和病
院副院長）蜴参加料＝無料蜴
問い合わせ先＝市秘書広報課
（蘂濆8800）

オストメイトのみなさんへ
快適な生活と社会復帰を目
こう
指すオストメイト
（人工肛門、
ぼう こう
人工膀胱保有者）の初心者を
対象に、情報交換を行います。
とき＝７月13日豸・午後１
時〜４時蜴ところ＝ひまわり
センター４階蜴締め切り＝７
月10日貅蜴問い合わせ先＝
市秘書広報課（蘂濆8800）

平成２０年7月1日から
最低賃金法が変わります
《主な改正のポイント》
①地域別最低賃金の決定が生
活保護の施策との整合性にも
配慮することになり、不払い
の場合の罰金額の上限が50万
円に引き上げられます
②障害により著しく労働能力
の低い人などに関する適用除
外が廃止され、減額特例が新
設されます

●市の人口（6月1日現在）前月比

●交通事故（5月）

納付は便利な口座振替で

人 口 １１０,５７６人（＋１７）
男
５３,４１８人（＋ ４）
女
５７,１５８人（＋１３）
世帯数 ４２,１４６世帯（＋ ３）

事 故 １１０件
死 者 ０人
負傷者 １５８人

固 定 資 産 税/2期分
国民健康保険税/1期分
介 護 保 険 料/1期分

●市の面積 １１１.８０裄

くから農業が盛んで、田園

●救急出場件数
３２５件

●火 災 の 発 生

（普通徴収分）

後期高齢者医療保険料/1期分
（普通徴収分）

４件

③派遣労働者については、派
遣先の地域（産業）の最低賃
金が適用されます。
詳しくは、香川労働局賃金
室（蘂087-811-8919）へ。

綾歌 日曜朝市
１４周年記念行事
野菜、果物、すしなどを出
店しています。当日は、 500
円以上お買い上げの人（先着
あお
500人）
に、碧空会のうどん、
菊の苗をプレゼントします。
とき＝７月20日豸・午前５
時〜11時蜴ところ＝綾歌市民
総合センター駐車場蜴問い合
わせ先＝市秘書広報課（蘂濆
8800）

かがわ緊急サポートネットワーク
スタッフ会員研修in丸亀
資格を生かして、地域での
子育て支援に参加しませんか。
とき＝７月19日貍、20日豸、
26日貍・午前９時〜午後５時
蜴ところ＝ひまわりセンター
蜴参加料＝無料蜴申込先＝か
がわ緊急サポートネットワー
ク（蘂087-844-4115）

小型実習船「たどつ」
体験乗船会
対象＝小学生以上（小学生
は保護者同伴）蜴とき＝７月

●7月のサイクリング／古代ハスの寺に出掛けましょう。蜴とき＝7月１３日豸蜴ところ＝地蔵寺、たかせ天然温泉→
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第２６回 ちびっこ冒険学校
対象＝小学３年生〜中学２
年生蜴とき＝８月２日貍、
３日
日（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）

12貍 13豸 14豺 15貂
＊中讃ケーブルビジョン１７chで放送中

ＧⅠ下関モーターボート大賞《場外発売》

7/3貅 4貊 5貍 6豸 7豺 8貂
ＧⅠ江戸川53周年（蒲郡）
《ナイター場外発売》

3貅 4貊 5貍 6豸 7豺 8貂
12貍 13豸 14豺 15貂 16貉 17貅

納期蘋7月10日〜31日

《親子で学ぶ瀬戸の海》
対象＝小学３〜６年生と保
護者蜴とき＝９月13日貍、27
日貍、
10月４日貍、
18日貍・午
前９時〜正午（全４回）蜴と
ころ＝県立多度津水産高等学
校（多度津町）蜴内容＝講義、
実習蜴定員＝26人蜴受講料＝
2,000円（教材費、傷害保険
料）蜴締め切り＝７月18日貊
申し込み方法など詳しくは、
県立多度津水産高等学校（蘂
濮3168）へ。

※ボートピアまるがめ・朝倉のみ場外発売 12Ｒ終了後から発売

ＧⅠ唐津モーターボート大賞《場外発売》

災活動に力を入れています。

県立多度津水産高等学校
学校開放講座受講生

蒲郡一般競走《ナイター場外発売》

ＧⅠ平和島ダイヤモンドカップ《場外発売》

風景が残る一方、近年は防

21日豢・午前11時半、正午、
午後１時半（それぞれ20分程
度の航海）蜴集合場所＝高松
港県営第１桟橋（高松市）蜴定
員＝各20人（多数の場合は抽
選）蜴締め切り＝７月４日貊
申し込み方法など詳しくは、
県立多度津水産高等学校（蘂
濮3168）へ。

12貍 13豸 14豺 15貂 16貉 17貅

ＧⅢ 08 新鋭リーグ第9戦

19貍 20豸 21豢 22貂 23貉 24貅
ＳＧ第13回オーシャンカップ（蒲郡）
《ナイター場外発売》

22貂 23貉 24貅 25貊 26貍 27豸
キャンティーンカップ

31貅（〜8/3豸）
ＧⅠ徳山55周年《場外発売》

31貅（〜8/5貂）

→（三豊市）蜴集合＝市役所前・午前8時半蜴持ち物＝手袋、帽子、水筒、雨具など蜴問い合わせ先＝市秘書広報課（蘂濆８８００）
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