労災病院公開健康講座
とき＝３月19日貅・午後２
時〜３時半蜴ところ＝香川労
災病院管理棟３階会議室蜴演
題＝高血圧の診断と治療蜴講
師＝水尾浩三さん（香川労災
病院循環器科部長）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）

丸亀高校吹奏楽部
第２７回定期演奏会
とき＝３月28日貍・午後６
時開演蜴ところ＝市民会館大
ホール蜴入場料＝無料蜴問い
合わせ先＝丸亀高等学校・船
橋（蘂澹5248）

スポーツ講演会
とき＝３月22日豸・午前９
時半〜正午蜴ところ＝飯山総
合運動公園サブアリーナ蜴内
容＝講演「足の裏と健康につ
いて」、足裏・ボディケアエ
クササイズの実技蜴講師＝杉
浦ひろみさん（健康運動指導
士）蜴参加料＝無料蜴問い合
わせ先＝ＮＰＯ法人スポーツ
クラブ飯山（蘂爛6800）

さぬきこどもの国へバス遠足
対象＝幼児・小学生の親子

今月の表紙
小手島小・中学校は、瀬
戸内海の小手島にあり、小・
中学生4人が在籍していま
す。様々な体験活動を行っ

蜴とき＝３月26日貅・午前９
時半〜午後３時蜴ところ＝さ
ぬきこどもの国（高松市）蜴
定員＝25人（申込順）蜴参加
料＝無料蜴申込先＝丸亀市児
童館（蘂澹1091）

エコ丸工房へ行こう
《リサイクル講座》
一般・親子向け：３月14日
貍＝牛乳パックで紙すき体験、
木工作（木のパズル）、15日
豸＝自転車の点検修理体験蜴
一般向け：３月15日豸＝組み
木（五月人形）
《赤ちゃんのガラスの足型を
作ってみませんか》
対象＝足のサイズが12襤以
下の赤ちゃん蜴とき＝毎月第
３・第４日曜日（要予約）蜴と
ころ＝クリントピア丸亀エコ
丸工房蜴費用＝１足型8,000円
申し込みなど詳しくは、
クリ
ントピア丸亀（蘂炬1144）
へ。

市民会館・アイレックスの
カルチャー教室
《パソコン教室》
市民会館およびアイレック
スで、始めようパソコン、ワ
ード、エクセルなど、４月度
の講座を開講します。
定員＝各講座20人
（申込順）
希望者には資料を送付しま
す。詳しくは、受付センター

（蘂050-8805-3391）へ。
《ピラティス教室》
とき＝４月16日から６月４
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＝5,000円蜴申込先
＝市民会館（蘂澹4141）

国際的スポーツゲートボール
２１年度 初心者教室
とき＝３月15日豸・午前９
時半〜正午蜴ところ＝郡家運
動公園蜴参加料＝無料蜴問い
合わせ先＝市秘書広報課（蘂
濆8800）

内閣府青年国際交流
事業参加者
対象＝18〜30歳の人（⑥の
み23〜40歳の人）蜴実施事業
＝①国際青年育成交流（９月
中の18日間）、②日中青年親
善交流（９月中の15日間）、
③日韓青年親善交流（９月中
の15日間）、④世界青年の船
（平成22年１〜３月中の43日
間）、⑤東南アジア青年の船
（10〜12月中の52日間）
、⑥
青年社会活動コアリーダー育
成プログラム（10月中の10日
間）蜴締め切り＝３月23日豺
申し込み方法など詳しくは、
県総務部県民活動・男女共同
参画課
（蘂087-832-3195）
へ。

健康講演と軽運動
とき＝３月５日貅・午前９
時半〜11時半蜴ところ＝市民
体育館・同別館会議室蜴演題
＝シニアの健康スポーツ蜴講
師＝漆原光徳さん
（四国学院大
学副学長）
蜴参加料＝無料蜴申
込先＝ＮＰＯ法人ＥＬＦ丸亀・
丹下（蘂080-3161-1708）

丸亀フットボールクラブ
KIDSサッカー教室
対象＝未就学の５・６歳児蜴
とき＝３〜６月の毎週日曜日・
午前９時〜10時半蜴ところ＝土
器川河川敷サッカー場蜴受講料
＝2,000円（４か月分、スポー
ツ保険料を含む）蜴問い合わせ
先＝市秘書広報課（蘂濆8800）

第5回介護養成講座
認知症の理解と対応
とき＝３月22日豸・午後１
時半〜３時半蜴ところ＝ひま
わりセンター蜴受講料＝無料
蜴締め切り＝３月19日貅蜴申
込先＝丸亀ボランティア協議
会（蘂澤7625）

丸亀ひまわり文庫
手作り布遊具講習会
とき＝３月10日貂、
17日貂・

●市の人口（2月1日現在）前月比

●交通事故（1月）

納税は便利な口座振替で

人 口 １１０,８０４人（＋３１）
男
５３,５９３人（＋９）
女
５７,２１１人（＋２２）
世帯数 ４２,４０８世帯（＋２１）

事 故 １０８件
死 者 ０人
負傷者 １４１人

市・県民税、国保税の
申告は3月１６日まで

●市の面積 １１１.８０裄

たり、バドミントン大会で

●救急出場件数
３９０件

●火 災 の 発 生
３件

活躍したりと、何事にも積

午前10時〜正午蜴ところ＝ひ
まわりセンター蜴定員＝20人
（申込順）蜴材料費＝800円
蜴持参する物＝縫い針、はさ
み、筆記用具蜴申込先＝丸亀
市社会福祉協議会
（蘂澤5700）

ボランティアスクール
《災害ボランティア講座》
とき＝３月13日貊・午前10
時〜午後３時蜴講師＝石井布
紀子さん
《楽しく学ぶボランティア講
座〜音楽療法・うどん作り〜》
とき＝３月14日貍・午前９
時〜午後２時半
いずれも、会場はひまわり
センターです。申し込みなど
詳しくは、丸亀市社会福祉協
議会（蘂澤5700）へ。

さぬきっずコムシアター
《アンディ先生のまほうの時
間・ワークショップ》
とき＝３月20日豢・午後４
時〜５時半蜴ところ＝ユープ
ラザうたづ（宇多津町）蜴内
容＝マジックショー、マジッ
クを教わるワークショップ
《コムコムひろば・相談ルーム》
個別相談は予約が必要です。
対象＝乳幼児と保護者蜴と
き＝３月４日貉（小児科医）
、
11日貉（保育士）
、17日貂
（助
産師）
・午前10時〜午後０時半

楽しいフランス語
とき＝毎月第２・第４土曜日・
午後２時〜５時蜴ところ＝ま
なびらんど５階ゆめ蜴講師＝
ジャン・クリフトフエラリさん
蜴会費＝年20回で1万2,000円
蜴問い合わせ先＝市秘書広報
課（蘂濆8800）

11貉 12貅 13貊 14貍 15豸
＊中讃ケーブルビジョン１７chで放送中

艇友ニュースアダムスキーカップ
3/1豸（2/24貂〜）
ＧⅠ平和島54周年《場外発売》
1豸 2豺（2/25貉〜）
ＧⅠ第22回女子王座決定戦（尼崎）
《場外発売》

4貉 5貅 6貊 7貍 8豸
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とき＝４月４日貍、５日豸
（雨天決行）蜴集合場所＝ＪＲ
坂出駅前市民広場蜴コース＝
一日目：崇徳上皇・へんろ道コ
ース、二日目：瀬戸大橋・万葉
の島コース蜴参加料＝高校生
以上1,500円、
中学生800円、
小
学生以下無料
（保護者同伴のこ
と）蜴締め切り＝３月19日貅
さぬ
申し込みなど詳しくは、讃
き
岐うどんつるつるツーデーウ
オーク実行委員会事務局（蘂
瀘4401）へ。

ＧⅡ秩父宮妃記念杯（びわこ）
《場外発売》

マンスリーKYOTEI杯

●3月のサイクリング／自転車でお寺巡りをしませんか。蜴とき＝3月8日豸蜴ところ＝七か所巡り
（多度津→

第7回讃岐うどん
つるつるツーデーウオーク

ＪＬＣカップ

3貂 4貉 5貅 6貊 7貍 8豸

極的に挑戦しています。

《高学年・ドラマスクール》
対象＝小学３年生〜中学生
蜴とき＝３月21日貍、22日豸
（一泊二日）蜴ところ＝屋島
少年自然の家（高松市）蜴内容
＝自分たちでドラマ（舞台劇）
を作るワークショップ
申し込みなど詳しくは、Ｎ
ＰＯ法人さぬきっずコムシア
ター（蘂澪0691）へ。

11貉 12貅 13貊 14貍 15豸
ＳＧ第44回総理大臣杯（多摩川）
《場外発売》

17貂 18貉 19貅 20豢 21貍 22豸
競艇マクール杯

18貉 19貅 20豢 21貍 22豸 23豺
四国新聞社杯

26貅 27貊 28貍 29豸 30豺 31貂
ＧⅠ蒲郡ダイヤモンドカップ《ナイター場外発売》

26 27 28 29 30 31貂

貅
貊
貍
豸
豺
※26貅・27貊は、
ＢＰまるがめ・朝倉のみ発売

→町〜善通寺市）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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