
＜注意！＞

【所得基準認定モデル】（このモデルは、あくまで目安です。）

世帯モデル（両親20～30歳代、祖母60歳代の例） 所得基準額（世帯合計）の目安
3人世帯

4人世帯

5人世帯

両親、小１

両親、小１、小４

祖母、両親、小１、小４

270万円以下

340万円以下

390万円以下

令和２年さぬき市成人式

君の手で成人式をつくろう！

【問・申】生涯学習課　☎（0879）42-3107　ＦＡＸ（0879）42-5454　
e-mail  hatachi@city.sanuki.lg.jp

日　時
対象者

その他

応募資格：

活動期間：
活動内容：
活動場所：

令和2年1月12日（日） 13:00～（12:30受付開始）　会　場 さぬき市志度音楽ホール
市に住民登録のある平成11年4月2日から平成12年4月1日生まれの方およ
び平成26年度に市内の中学校を卒業された方。
該当者には11月に案内状を送付します。
案内状が届かない場合は、下記までお問い合わせください。

市に住民登録のある平成11年4月2日から平成12年4月1日生まれの方
および平成26年度に市内の中学校を卒業された方。
令和2年1月11日（土）・12日（日）
当日スタッフ（受付、会場案内、バックステージ等）
志度音楽ホール　　応募方法：電話・メール・ＦＡＸ

令和2年成人式の当日スタッフを募集しています。
思い出を作りたい方、自分の手で成人式をつくりましょう！

市では、支給対象者（期限までに就学援助費の申請手続をされた方）に対し、就学援助費
のうち新入学用品費（ランドセル・制服等入学に必要な物を購入する費用）を、入学前（令
和2年3月）に支給します。

【申】769-2102　さぬき市鴨庄4610-44
さぬき市志度音楽ホール  チケット係

【問】さぬき市志度音楽ホール　☎（087）894-1000

主　　催
さぬき市文化協会
文学文芸部門

大会日時
令和2年2月23日（日）
9：30～ 15：00まで

大会会場
長尾公民館

募集作品
俳句　3句　1組
川柳　3句　1組
短歌　2首　1組
いずれも未発表の作品に
限ります。

作品締切
令和2年1月10日（金）

投稿料
一人につき1,000円
（ただし、大会当日の昼食
代を含みます。）

記念講演
真言宗善通寺派
常楽寺住職　樫原禅澄

【問・申】
さぬき市民文芸大会事務局

☎（0879）52-3718
（十河　博）

令和2年3月31日以前に市外に転出される(お子様の住所を市外へ移さ
れる)方は、支給対象になりません。

次の⑴～⑶の全ての要件に該当する方
⑴ お子様がさぬき市に居住している方　⑵ お子様が令和2年4月に小学校に入学予定の方
⑶ 経済的な理由により新入学用品等の支払いにお困りの方で、所得基準等の認定要件に該当
する方(目安となる所得基準については、下記の所得基準認定モデルを参照にしてください。)

～支給額・支給時期～
○支　給　額　お子様1人につき 50,600円
○支 給 時 期　令和2年3月上旬（予定）（認定保護者の方に、別途お知らせします）
○支 給 方 法　指定のあった保護者の口座に振り込みます。
～申請手続～
○申 請 方 法　必要事項を記入した申請書類を学校教育課窓口へ提出してください。

※申請書類は、学校教育課窓口でお渡しします。
（市ホームページからもダウンロード可能です）

○受 付 期 間　12月10日（火）～ 12月27日（金）
○申請書提出先　学校教育課

※実際の所得基準額は、家族構成や年齢等により細かく異なるため、所得基準額の目安以下で
あっても対象外となる場合があります。

令和2年4月に小学校に入学予定のお子様の保護者の方へ

就学援助費（新入学用品費）3月支給のお知らせ
第17回
さぬき市民

文芸大会作品募集

～支給対象者～

【問】学校教育課　☎（0879）42-3106
◎開館時間、休館日は変更する場合があります。
◎展示作品を募集しています。ご希望の方は、上記施設または生涯学習課までお問い合わせください。

＜21世紀館さんがわ＞＜21世紀館さんがわ＞
【12月の催しもの（作品展示）のご案内】  

日　時  12月22日（日）　開演14時（開場13時30分）
料　金  500円（全席自由）　
会　場  さぬき市志度音楽ホール
プログラム
〈夏のメドレー〉より 夏は来ぬ・われは海の子・椰子の実 他
〈秋のメドレー〉より 紅葉・ちいさい秋みつけた・赤とんぼ 他
〈J-POPメドレー〉より ハナミズキ・パプリカ・栄光の架橋 他
〈特別演奏〉オ・ソレ・ミオ（私の太陽）、初恋、九十九里浜 他
チケット販売所　志度音楽ホール・生活環境課

生涯学習課・総合支所（寒川庁舎）
長尾公民館・大川公民館

郵便はがきに氏名・住所・電話番号を明記の上、さぬき
市志度音楽ホールまでお申し込みください。抽選でペ
ア10組をご招待します。12月10日必着分まで。なお、
当選者の発表はチケットの発送をもってかえさせてい
ただきます。

場　　所

連 絡 先

開館時間

ホームページ
Eメールアドレス

9時～17時（初日は13時～、最終日は16時まで）
※主催者により変動あり
さぬき市美術展覧会　新人賞受賞者作品展は
12月11日（水）午前9時より開催いたします。

http://ew.sanuki.ne.jp/tenjikan/
sangawa_21th@yahoo.co.jp

21世紀館さんがわ　☎（0879）43－0780
生 涯 学 習 課　☎（0879）42－3107

寒川町石田東（B&G海洋センタープール東）

休 館 日
観 覧 料

毎週月曜日
無料

12月3日(火）～12月8日(日）

さぬきインターネットクラブ写真部
の会員による自由作品が展示さ
れます。個性豊かな作品の数々
を、ぜひご高覧ください。

SIC作品展
（さぬきインターネットクラブ写真部）

12月23日(月）～1月6日(月）
令和2年1月7日(火)～1月12日(日）長尾絵画クラブ新春作品展が開催
されます。

休　　　館

第17回さぬき市美術展覧会の洋
画・工芸・書・写真・グラフィックデザ
イン部門において、新人賞を受賞さ
れた5名の方たちの作品展です。

12月11日(水）～12月22日(日）

さぬき市美術展覧会
新人賞受賞者作品展

図書館
だより http://www.library.city.sanuki.kagawa.jp/index.html●ホームページ（PC）

http://www.library.city.sanuki.kagawa.jp/mobile.html●ホームページ（携帯）

●開館時間　10：00～18：00

「栄養学」と聞くと、専門知識のような感じがして気軽に手に取る方は少ないのではないで
しょうか。日常会話でもよく耳にする「バランスのよい食事」や「カロリー」、いざ説明するとなる
と難しい言葉ですが、そんな基本的なことが分かることが、実は栄養学の第一歩になるのです。
基礎知識や、「朝食抜きダイエットは効果なし？」などの最新常識は、見開き1ページで漫画を
交えながら簡潔に分かりやすく書かれており、後半には栄養素別・食品別の解説があります。特
におすすめしたいのは、症状別に栄養素のとり方をまとめているところ。冷え症・花粉症・肌の
老化・糖尿病など、気になる体の不調の原因と対策、おすすめ食材が紹介されています。
栄養と食に興味がある方はもちろん、普段なんとなく食事をしている方に読んでいただきた

い本です。ちょっと体調が悪いな、そんな時に、栄養素の力を借りてみてはいかがでしょうか。

『一生役立つ　きちんとわかる栄養学』

【問】志度図書館　☎（087）814-2678　寒川図書館　☎（0879）43-6930

◆おすすめの本

飯田薫子・寺本あい/監修
（西東社）

◆志度図書館　おはなし会とイベントの日時
12／  7（土）　14：00　おはなし会（カンガルーランド） 
12／  8（日）　10：00　クリスマス工作（図書館友の会）【要申込】 
12／12（木）　11：00　あかちゃんのおはなし会（どんぐり）
12／15（日）　13：00　アフリカンコンサート【要申込】

◆寒川図書館　おはなし会とイベントの日時
12／21（土）　10：30　おはなし会（秋桜）
12／28（土）　10：30　年越し読み聞かせと工作

おしらせ

◆図書館カレンダー ・・・休館日
12月
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11月
日 月 火 水 木 金 土
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12月29日（日）～1月3日（金）は休館日、開館は1月4日（土）12：00～です。
今年もたくさんのご利用ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。

◆◆ 年末年始休館日について ◆◆

志度音楽ホール少年少女合唱団
第27回定期演奏会
特別出演・テノール / 若井健司

チケットプレゼント
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