
マリンウェーブ　☎56－5111マリンウェーブ情報

■対 平成25年度に学校教育法に規定 
　する学校のうち、高等学校の全
　日制、中等教育学校の後期課程、
　特別支援学校の高等部、大学（
　大学院を除く）および高等専門学
　校に在学する人
■要■件市内に住所を有する人
　修学意欲があり、学校長が推薦
　する人
　経済的な理由により修学が困難
　であると認められる人
■内高等学校等　月額１万円以内
　高等専門学校および短期大学
　月額２万円以内
　大学　月額２万5千円以内
■受 2月25日（月）まで
■申■問教育総務課　☎62-1110

■時４月～平成27年３月（２年制）
■場県社会福祉総合センター
■対県内在住の25年４月１日現在
　満60歳以上で、過去にかがわ長寿
　大学を受講したことがない人

■受 2月28日（木）まで
■料25,000円（1年分）
■申■問かがわ健康福祉機構
　☎087-863-0222

■対市内に本社を有する市指定給水
　装置工事事業者
■申■問市上下水道工事業協同組合
　☎62-6561

■時 2月26日（火）午後１時～３時
■場高瀬町社会福祉センター
■数１人30分　４人まで（要予約）
■受２月12日（火）～19日（火）
■申■問福祉課　☎73-3015

【中高年うつ・認知症相談】（要予約）
■時２月４日（月）・３月４日（月）
　午前11時～正午
【思春期相談】（要予約）
■時２月18日（月）午後２時～４時
【心の健康相談】（要予約）
■時２月27日（水）午後２時～４時

■場西讃保健福祉事務所
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25-2052

■時 2月22日（金）午後1時30分～3時
■場県精神保健福祉センター
■対義務教育修了後のひきこもり状
　態にある青年期（概ね30歳まで）
　の子どもを持つ親
■申■問県ひきこもり地域支援センター
　「アンダンテ」☎087-804-5115

■時 2月27日（水）午前10時～午後4時
■場豊中町保健センター
■対15歳からおおむね39歳までの人
　またはその家族
■内就職支援相談・キャリアカウン
　セリング
■問さぬき若者サポートステーション
　☎0877-58-1080

■時 2月20日（水）
午前10時～午後４時30分

■場高瀬町農村環境改善センター

■内生活支援策の利用、能力開発、
　住居の確保など
■問県労働政策課
　☎087-832-3368

■時２月21日（木）
午前10時～午後５時

■場高松法務局観音寺支局
■受 2月 12日（火）～15日（金）
■申■問高松法務局
　☎087-851-6384

■時 2月23日（土）
　午後１時30分～３時
■場財田町公民館
■講近藤　豊宣　氏
■問財田町公民館　☎67-0108
　山本町公民館　☎63-1041

【即興演劇ワークショップ】
■時 2月13日（水）～3月13日（水）まで
　の毎週水曜日
　午後５時30分～６時30分
【えいごであそぼう】※親子で参加
■時 2月5日（火）･14日（木）･19日（火）
　･21日（木）･26日（火）
　午後３時～４時
■場市総合体育館

■内子どもを対象に演劇･英語を通し
　たコミュニケーション能力の育成
■料各2,500円
■申■問四国学院大学
☎0877-62-2208

【食べて治してハッピーライフ】
（テーマ）丈夫な骨づくり
■時２月８日（金）健康学習
　午後２時～３時
　２月22日（金）調理実習
　午前10時～正午
【腎臓病教室】
■時 2月21日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時 2月14日（木）午後６時～７時
【男性の調理実習】
■時２月６日（水）
　午前10時～12時30分
　※各教室、事前予約が必要
　※調理実習は600円必要
■申■問三豊総合病院健康管理センター
　☎52-2726

■時３月９日（土）午前9時50分集合
■場比地大駅
■コ■ー■ス歩行距離約10.6㎞

　比地大駅（9:50）→七宝山トンネ
　ル→曽根果樹園→出口公園→七
　宝山トンネル→高瀬やさい村→高
　瀬町公民館比地二分館→清水菓
　子舗→高瀬駅（15:45ごろ）
■料 800円（保険料含む）
■受３月６日（水）まで
■申■問市観光協会　☎56-9121

■時２月17日（日）午後７時～8時30分
■場山本ふれあい公園
■問山本町公民館　☎63-1041

■時２月９日（土）・10日（日）
午前10時～午後３時

■場四国学院大学
■内表現する喜びや自由な想像力を
　学ぶダンスや即興演劇
■申■問四国学院大学
　☎0877-62-2208

■時２月24日（日）まで（月曜日休館）
　午前９時30分～午後５時
■場財田町公民館
■内色彩や構成、絵の具などの表現工
　夫について学んだ授業の課題作品
■問財田町公民館　☎67-0108

募集

■時＝日時　■場＝場所　■講＝講師　■内＝内容　■対＝対象　■数＝募集人数　　　　　■持＝持参物　■テ＝テーマ　■種＝種目　■料＝参加費用　■受＝受付期間　■主＝主催　■注＝注意　■申＝申込方法・申込先　■問＝問い合わせ先

イベント

相談
講座・教室

February

25年度市上下水道工事業
協同組合新規組合員募集

香川求職者総合支援センター
出張相談

スターウォッチング 
月と木星の観察

さぬき若者サポート
ステーションの出張相談

人権教育講演会

土地の筆界に関する相談所

弁護士の多重債務者無料相談会

善通寺一高デザイン科作品展

ひきこもり親の会
市奨学金貸付希望者募集

25年度かがわ長寿大学
受講生募集

精神保健相談日

月のお知らせ2

問い合わせ　企画財政課　☎73－3010▼

熱情!クレメンス･ツァイリンガー ピアノリサイタル
～ウィーンの夕べ～

さぬき映画祭2013

第7回市長杯中学校バスケットボール大会結果
（12月22日実施）

香川大学サテライトオフィス三豊
　　　「香川の糖尿病について学ぼう」

【男子】優　勝　豊中中学校
　　　　準優勝　高瀬中学校

【女子】優　勝　豊中中学校
　　　　準優勝　高瀬中学校

ｗ－とぴあ講座

三豊総合病院2月の健康教室

駅からウォーク　
三豊市みかんの産地、
仁尾町曽保を訪ねて

四国学院大学
ノトススタジオ教育プログラム
子どものためのワークショップ

■時  ２月13日（水）
　 午後７時開演
■料  一般500円
　 学生100円
　 当日ロビーにて

■時  午後７時～８時30分　
■場  豊中町農村環境改善センター
 日程およびテーマ

■時  ２月16日（土）
■内  「青春デンデケデケデケ」
午前10時30分開演
※料金500円
「竜宮、暁のきみ」
午後1時20分開演　※無料
（県内ロケ地：三豊市、高松市）
「海竜を見た日」
午後2時20分開演　※無料
（県内ロケ地：丸亀市本島、高松市、坂出市）

クレメンス･ツァイリンガー

市まちづくりアンケートを実施します
　平成20年に「三豊市新総合計画」（計画期間平成
21年～30年）を作成しました。平成25年度で前期
基本計画の期間が終了することに伴い、平成26年
～30年の5カ年の後期基本計画を作成します。後期
計画の参考とするために、前期基本計画の評価や
市民意識を把握するためのアンケート調査を2月に
行います。調査対象者は、市内在住の16歳以上の
中から無作為に抽出した人です。アンケート調査
が届いた人は、ご協力をお願いします。

問い合わせ　総務課　☎73－3000▼ 問い合わせ　香川大学　☎087－832－1311▼
宝くじの助成金で整備

　宝くじの助成金を受けて、詫間町の香田西自治会は、
自治会館を整備しました。

月　日 内　　容
糖尿病の検査について
食生活を見直すコツ
歯周病と糖尿病の関係
フットケア、日常生活、
災害時の備え
糖尿病のおくすりについて
糖尿病における運動について
～少し体を動かしてみませんか！～

２月７日（木）
２月21日（木）
３月７日（木）

３月21日（木）

４月４日（木）

４月18日（木）

シリーズ

（2/21、3/7は　　）　市民交流センター
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相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ

■時３月１日（金）
午後１時30分～３時 30分

■場仁尾町文化会館
■内「命のビザ　六千人のユダヤ人を
　　救った日本領事の決断」　
■数 250人
■問仁尾町図書館　☎56-9565

■時２月15日（金）
　午後１時30分～３時30分
■場仁尾町文化会館
■数 10人
■受２月６日（水）まで
■申■問仁尾町図書館　☎56-9565
　

■時３月２日（土）
　午前11時30分～午後２時
■場マックスバリュ高瀬店
■内骨密度測定、血管年齢測定
■数 100人（先着順）　
■問健康課　☎73-3014

　各分野で日本一になった人を表彰
します。
■時２月24日（日）午後１時～
■場マリンウェーブ

※午後１時30分からは同会場で介
　護講演会が開催されます。講演
　会については整理券が必要です。
■問秘書課　☎73-3001

　昭和の遊びを今の子どもたちに体
験してもらったり、紹介するために
情報を募集します。遊びの名称や使
用した道具、ルールなどのほか、使
用した現物がありましたらお譲りくだ
さい。永く子どもたちに「昭和の遊
び体験」ができるよう利用させてい
ただきます。
■問詫間町民俗資料館　☎83-6858

　岩手県陸前高田市では、東日本
大震災の大津波により、７万本の松
原からたった１本だけ残ったものの
枯死してしまった奇跡の一本松を、
復興のシンボルとして保存するため、
皆さんからの募金の協力を呼びかけ
ています。
■募■金■方■法
【岩手銀行】
（口座 )　高田支店 普通 2051836
(名義 )　奇跡の一本松保存募金 
　代表　陸前高田市長　戸羽　太
【ゆうちょ】
（口座）　02290-9-127013
（名義）　奇跡の一本松保存募金
■問陸前高田市都市計画課
　☎0192-54-2111

■時４月６日（土）～９日（火）
■コ■ー■ス５㎞、10㎞、ハーフ、フル
■行■程三豊市→陜川郡→マラソン大
　会→交流プログラム→韓国国内
　見学→三豊市
■対18歳以上の健康な人
■数 30人程度
■料約８万円（保険料等別途）
■受２月28日（木）まで

　外国人講師と英語で遊び、欧米
の春のお祭り「イースター（復活祭）」
を体験しよう！
　■時３月10日（日）午後２時～４時
■場三野町保健センター
■対３歳児～小学生（保護者同伴）
■料子ども１人1,000円
■受３月８日（金）まで

福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30

13:30～15:30

日　程 場　　所時　間

高瀬町公民館（さくらの会）

詫間福祉センター（みつより会）

 7日（木）
14日（木）
21日（木）
19日（火）

福祉課　☎73－3015こころの健康相談

10:00～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30

日　程 場　　所時　間
詫間福祉センター
高瀬町農村環境改善センター　
山本町老人ふれあいプラザ

　1日（金）
25日（月）
3月1日（金）

日　程 時　間場　　所
詫間福祉センター
豊中町保健センター
山本町保健センター
三野町保健センター
仁尾町福祉会館
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
高瀬町公民館

9：30～11：00

7日（木）
8日（金）
13日（水）
18日（月）
19日（火）
21日（木）
27日（水）

日　程 時　間場　　所
仁尾庁舎
三野町保健センター
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
三豊市役所
豊中庁舎
山本町保健センター
詫間福祉センター

10：00～11：00

4日（月）
8日（金）
12日（火）
14日（木）
20日（水）
21日（木）
27日（水）

高齢者あんしん相談 地域包括支援センター　☎73－3017
認知症や介護に関すること、成年後見制度や高齢者虐待などの相談

日　程 時　間場　　所
高瀬町農村環境改善センター
マリンウェーブ
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
市民交流センター
三野町保健センター
山本町保健センター
仁尾町文化会館

13：30～15：00

12日（火）
13日（水）
15日（金）
19日（火）
21日（木）
22日（金）
26日（火）

脳きらり教室 地域包括支援センター　☎73－3017

健康相談 健康課　☎73－3014

13:00～15:00
10:00～15:00
13:00～15:00
10:00～15:00
13:00～16:00
10:00～15:00
13:00～15:00

財田庁舎
豊中庁舎
三野町社会福祉センター
高瀬町農村環境改善センター
詫間福祉センター
仁尾庁舎
山本庁舎

5日（火）

6日（水）

12日（火）

15日（金）
18日（月）

10:00～15:00

10：00～11：30 上高野文化センター

高瀬町農村環境改善センター
※対象地域は豊中町、三野町、詫間町、仁尾町 

西讃農業改良普及センター
※対象は、新規就農予定者・就農5年以内の
　農業者  

高瀬町農村環境改善センター
※登録商標や企業・技術紹介の相談

13：30～16：00

13:00～16：00
（要予約）

9：30～15：00
（要予約）

財田庁舎
山本町農村環境改善センター
豊中庁舎
高瀬町農村環境改善センター
詫間福祉センター
三野町社会福祉センター
仁尾庁舎

6日（水）

12日（火）
13日（水）

20日（水）

行政相談

人権相談

職業相談

農事相談

就農相談

知的財産
技術相談

総務課　☎73－3000
または各支所

産業政策課　☎73－3013

農業委員会　☎73－3046

☎62－2377

人権課　☎73－3008
または各支所

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

■時＝日時　■場＝場所　■講＝講師　■内＝内容　■対＝対象　■数＝募集人数　■持＝持参物　■テ＝テーマ　
■種＝種目　■料＝参加費用　■受＝受付期間　■主＝主催　■注＝注意　■申＝申込方法・申込先　■問＝問い合わせ先

12日（火）

7日（木）

12日（火）

20日（水）
21日（木）
22日（金）

（12月受付分）心温まる贈りもの税務課からのお知らせ

月のお知らせ2保健・相談

その他

自分で作った消しゴムハンコで
しおりを作ろう

「昭和の遊び」情報を
　お寄せください

女性の健康週間行事
無料でお得な健活体験

奇跡の一本松　保存募金

日本一名誉賞表彰式

　このたび、次の皆さまより善意のご寄付をいただきま
した。厚くお礼申し上げます。　　　　（敬称略・順不同）

社会福祉協議会へ

みとよ未来技術基金へ

豊中町図書館へ

☆納期限内に納めましょう。
■督促手数料■
地方税法では、納期限までに納付がなかった場合は「納期限後
20日以内に督促状を発しなければならない」ことになっています。
市では、このことを受けて督促状を発送し、条例により督促手数料
を徴収することと定めています。

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

２月は、 

の納付月です。

(第4期分)
(第8期分) 
(第8期分)
(第8期分)

２月28日（木）口座振替日および納期限

※休日当番医は、都合により変更になることがあります。休日当番医
日　程 医療機関名 電話番号市町名

永野内科医院
松井病院
　豊永歯科クリニック
しのはら医院
三野小児科医院
　うすき歯科医院
みやしたファミリークリニック
小林整形外科医院
岩崎病院
森内科医院
　パール歯科クリニック
安藤内科医院
国土外科医院
　まなべ歯科医院
藤田脳神経外科医院
富田内科医院
　森歯科医院

3日（日）

10日（日）

11日（月）

17日（日）

24日（日）

3月3日（日）

高瀬町
観音寺市
観音寺市
山本町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
詫間町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
豊中町
高瀬町
観音寺市
観音寺市

74－6018
23－2111
25－9664
56－7222
25－7788
52－6150
73－4976
25－7311
83－6011
25－7363
25－8025
72－5018
25－0290
62－6480
72－1135
24－0180
25－2077

※　　＝歯科の診療時間は午前9時から正午まで　　　

ちびっこ英会話
「イースターパーティー」参加者募集

固 定 資 産 税
国 民 健 康 保 険 税 普 通 徴 収
介 護 保 険 料 普 通 徴 収
後期高齢者医療保険料普通徴収

▲

申し込み・問い合わせ
㈶三豊市国際交流協会　☎56－5121

（火曜・祝日休館）
http://www.mitoyo.org/

血圧測定・尿検査・健診結果・生活習慣病予防や禁煙等の相談

※　　8日、13日、18日は管理栄養士による栄養相談もあり（要予約）

「
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、

　
　
　

気
軽
に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
」

少年相談

（少年育成
センター）

☎62－1116

地域包括支援センター　☎73－3017遊ビリテーション
日　程 時　間 場　　所

10:00～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30
10:00～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30
10:00～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30

7日（木）

15日（金）

18日（月）

19日（火）

20日（水）

26日（火）

山本町保健センター
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
三野町保健センター
市民交流センター
高瀬町農村環境改善センター
仁尾町文化会館
マリンウェーブ
荘内自然休養村センター
二ノ宮地区農業構造改善センター

三野町
三野町
詫間町

上高瀬小学校児童会　高瀬町

詫間町月曜会　　詫間町

田井　秀典　　豊中町

藤井　正計
新庄　利治
大池　敦美

詫間町
財田町

門野　昌三
神原　孝吉

仁尾町図書館上映会

☆市税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

韓国陜川郡韓国陜川郡
「さくらマラソン大会」「さくらマラソン大会」
　市民ランナー募集！　市民ランナー募集！
　～スポーツを通して　～スポーツを通して
　　　交流を深めましょう～　　　交流を深めましょう～

韓国陜川郡
「さくらマラソン大会」
　市民ランナー募集！
　～スポーツを通して
　　　交流を深めましょう～
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