県立農業大学校学生
担い手養成科（修学２年）の
平成21年度学生を募集します。
《推薦入学》
試験日＝10月23日貅蜴受付
期間＝10月１日貉〜15日貉
《一般入学（前期）》
試験日＝平成21年１月８日
貅蜴受付期間＝12月８日豺〜
22日豺
《一般入学（後期）》
試験日＝平成21年３月９日
豺蜴受付期間＝平成21年２月
23日豺〜３月２日豺
申し込みなど詳しくは、県
立農業大学校（蘂煬1141）
へ。

善通寺看護学校から
《平成２１年度推薦・社会人学生
募集》
試験日＝10月29日貉蜴受付
期間＝10月１日貉〜14日貂
《学生祭公開講座》
とき＝10月４日貍・午前10
時半〜11時半蜴ところ＝善通
寺病院附属善通寺看護学校
（善
通寺市）蜴演題＝アンチエイ
ジング〜！
詳しくは、
善通寺病院附属善
通寺看護学校（蘂烝3688）
へ。

初めての「里山歩き」入門
とき＝12月12日貊、平成21

今月の表紙
正面玄関にある「出会い
の塔」は、平成 4 年に創立
百周年を記念して建てられ
ました。郡家小学校のシン

年１月９日貊、
２月13日貊、
３
月12日貅、
４月10日貊、
５月８
日貊・午前９時蜴ところ＝飯野
山ほか蜴定員＝35人（多数の
場合は抽選）
蜴参加料＝6,000
円（全６回分、保険料を含む）
蜴申し込み方法＝往復はがき
に住所、氏名、年齢、電話番号
を記入のうえ、譛丸亀市体育
協会
（〒763-0053金倉町924-1）
へ郵送蜴締め切り＝11月10日
豺蜴問い合わせ先＝譛丸亀市
体育協会（蘂濆6251）

山に登りませんか
とき＝10月26日豸蜴ところ
＝三嶺（徳島県）蜴定員＝23
人（申込順）蜴参加料＝4,500
円（保険料を含む）
10月16日貅・午後７時半から、
善通寺市民会館で説明会を行
います。詳しくは、市秘書広報
課（蘂濆8800）
へ。

楽しく運動しませんか
《ころばんぞぉ〜教室》
とき＝ひまわりセンター：
10月３日貊、24日貊・午後１
時半、飯山総合保健福祉セン
ター：10月14日貂、28日貂・
午前９時半
《からだ楽らく教室》
とき＝ひまわりセンター：
10月３日貊、24日貊・午前10
時、飯山総合保健福祉センタ

ー：10月14日貂、28日貂・午
後１時半
《高齢者運動教室》
とき＝綾歌保健福祉センタ
ー：10月１日貉、８日貉、15
日貉、22日貉・午後１時半
各教室とも、65歳以上の人
が対象で、参加料は無料です。
詳しくは、市地域包括支援セ
ンター（蘂爛7955）へ。

丸亀市テニス協会の大会
《丸亀市月例親睦テニス大会》
とき＝10月26日豸・午前９時
《丸亀市テニス協会クラブ対
抗戦》
とき＝11月２日豸・午前９
時蜴締め切り＝10月18日貍
《第１０回ミックスダブルス大会》
とき＝11月９日豸蜴締め切
り＝10月25日貍
いずれも、
場所は市総合運動
公園テニスコートです。
申し込
みなど詳しくは、市秘書広報
課（蘂濆8800）
へ。

四国研究センター一般公開
とき＝10月25日貍・午前９
時〜午後３時半蜴ところ＝四
国研究センター仙遊地区（善
通寺市）蜴内容＝ミニ講演会、
実験・体験コーナー、農業技術
相談など蜴入場料＝無料蜴問
い合わせ先＝四国研究センタ
ー連絡調整チーム
（蘂烝0800）

契約・遺言は公正証書で
●１０月1日〜7日は「公証週間」
公証役場では、遺言書作成
のほか、金銭の貸借、離婚に
伴う養育費の支払いなど、各
種の契約書（公正証書）を作成
しています。証書作成手続き
についての相談は無料です。
詳しくは、丸亀公証役場（蘂
澹4734）へ。

平成２０年度 体育の日無料開放
とき＝10月13日豢・午前９
時〜午後５時蜴ところ＝県立
丸亀競技場蜴内容＝陸上競技
体験イベント、フットサルミ
ニゲームなど蜴参加料＝無料
蜴問い合わせ先＝県立丸亀競
技場（蘂澡5800）

丸亀城西（商業）高等学校
同窓会総会
とき＝11月16日豸・午後３
時蜴ところ＝オークラホテル
丸亀蜴問い合わせ先＝市秘書
広報課（蘂濆8800）

いい汗かいてみませんか
《ダンベル＆ストレッチ教室》
とき＝10月８日からの毎週
水曜日・午後７時（全10回）
《ヨガ・ピラティス＆エアロ

●市の人口（9月1日現在）前月比

●交通事故（8月）

納付は便利な口座振替で

人 口 １１０,５９３人（＋１０）
男
５３,４９５人（＋３２）
女
５７,０９８人（−２２）
世帯数 ４２,２０９世帯（− １）

事 故 １０２件
死 者 ０人
負傷者 １２４人

市 ・ 県 民 税/3期分
国民健康保険税/3期分
介 護 保 険 料/3期分

●市の面積 １１１.８０裄

ボルとして、全校児童８８１

●救急出場件数
３６１件

●火 災 の 発 生

（普通徴収分）

後期高齢者医療保険料/4期分
（普通徴収分）

４件

人の登下校や学校生活を見
守ってくれています。

納期蘋10月10日〜31日

●１０月のサイクリング／整備された自転車で参加してください。蜴とき＝１０月１２日豸蜴ところ＝奈良須池、→
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ビック教室》
とき＝10月11日からの毎週
土曜日・午後７時（全10回）
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（蘂爛6800）へ。

北方領土 青少年のつどい
対象＝小・中学生、高校生
蜴とき＝10月25日貍・午後１
時蜴ところ＝ホテルニューフ
ロンティア（高松市）蜴定員
＝40人（申込順）蜴申込期間
＝10月１日貉〜14日貂
申し込み方法など詳しくは、
県広聴広報課（蘂087-832-38
20）へ。

難病医療相談会
《潰瘍性大腸炎医療相談会》
とき＝10月23日貅・午後２
時〜４時蜴ところ＝中讃保健
福祉事務所蜴締め切り＝10月
21日貂
《クローン病医療相談会》
とき＝11月27日貅・午後２
時〜４時蜴ところ＝中讃保健
福祉事務所蜴締め切り＝11月
25日貂
申し込みなど詳しくは、
県中
讃保健福祉事務所保健対策第
二課難病担当（蘂濆9963）へ。

家族のための
精神保健福祉講座
対象＝統合失調症で療養し
ている人の家族蜴とき＝11月
５日貉、25日貂・午後１時半
〜３時半蜴ところ＝県中讃保
健福祉事務所蜴定員＝30人蜴
受講料＝無料蜴締め切り＝10
月30日貅蜴申込先＝県中讃保
健福祉事務所保健対策第二課
精神保健福祉担当
（蘂濆9963）

こころのバリアフリー講演会
とき＝10月30日貅・午後１
時半〜３時半蜴ところ＝ユー
プラザうたづ（宇多津町）蜴
内容＝ピアノ演奏、講演「統
合失調症と向き合ってのピア
ニスト活動」蜴受講料＝無料
蜴締め切り＝10月20日豺蜴申
込先＝県中讃保健福祉事務所
保健対策第二課精神保健福祉
担当（蘂濆9963）

１０月は労働保険
適用促進月間です
労働者（アルバイトを含む）
を一人でも雇っている事業主
は、労働保険（労災保険、雇
用保険）に加入する義務があ
ります。
詳しくは、
香川労働局労働保
険徴収室
（蘂087-811-8917）
へ。
ＳＧ 第55回全日本選手権

8貉 9貅 10貊 11貍 12豸 13豢
創刊60周年記念スポーツニッポンカップ
＊中讃ケーブルビジョン１７chで放送中

17貊 18貍 19豸 20豺 21貂 22貉

※臨時払戻日＝１０月 3 日貊
１０月１４日貂

ＧⅠ三国55周年《場外発売》

（前売り投票所で実施します）

ＧⅠ児島56周年《場外発売》

オータム カップ
10/1貉 2貅
（9/27貍〜）
ＧⅠ高松宮記念（住之江）
《ナイター場外発売》
1貉 2貅（9/27貍〜）

17貊 18貍 19豸 20豺 21貂 22貉
23貅 24貊 25貍 26豸 27豺 28貂
若松一般競走《ナイター場外発売》

23貅 24貊 25貍 26豸 27豺 28貂
※ＢＰまるがめ・朝倉のみ発売

ＧⅢ第18回ＪＲ四国ワープ杯
29貉 30貅 31貊（〜 11/3豢）

→椿温泉（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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