
マリンウェーブ　☎56－5111マリンウェーブ情報

三豊の観光PRにもってこいの写真を
募集します。
■テ“世界に発信　三豊の魅力”
　○春のおすすめ美景スポット
　　（花、海、山、田園、島など）
　○春のイベントの情景や歴史ある
　　名所・旧跡
■賞最優秀賞１人 30,000円
　優秀賞　４人　5,000円
　佳作　　10人 市商品券1,000円分
■受 5月24日（金）まで
■申■問市観光協会　☎56-9121

■申■問自衛隊観音寺地域事務所
　☎25-6122

■時３月26日（火）午後１時～３時

■場詫間福祉センター
■数１人30分　４人まで（要予約）
■受３月12日（火）～19日（火）
■申■問福祉課　☎73-3015

■時３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

【中高年うつ・認知症相談】（要予約）
■時３月４日（月）午前11時～正午
【思春期相談】（要予約）
■時３月11日（月）午後２時～４時
【心の健康相談】（要予約）
■時３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 3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（おおむね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 3月13日（水）午後2時～4時
■場西讃保健福祉事務所
■対15歳以上の不登校やひきこもり
　で悩んでいる家族など
■テ本人が持つ強さや力、成功体験
　を尊重して関わることを学ぶ
■問西讃保健福祉事務所 ☎25-2052
　

■時４月５日（金）午前10時～午後4時
■場県庁、丸亀市役所
■内土地、建物の価格や取引など
■問県不動産鑑定士協会
　☎087-822-8785

■時３月５日（火）
　午後1時30分～3時30分
■場西讃保健福祉事務所
■テ家族の接し方について
■対統合失調症の人の家族
■問西讃保健福祉事務所 ☎25-2052

■時 3月19日（火）午後1時 30分～4時

■場サンポートホール高松
■講 NPO法人プラス・アーツ
　理事長　永田　宏和　氏
■数 200人（先着順）
■申■問県土木部住宅課
☎087-832-3584

【食べて治してハッピーライフ】
（テーマ）魚を食べよう
■時３月８日（金）
　健康学習
　午後２時～３時
　３月22日（金）
　調理実習
　午前10時～正午
【腎臓病教室】
■時 3月21日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時 3月14日（木）午後６時～７時30分
※各教室とも事前予約が必要
※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～午後1時
■場三豊総合病院
■テ見直してみましょう　あなたの生
　活習慣～動脈硬化予防～
■内医師と技師による講演、健康・歯
　科相談など
■問三豊総合病院健康管理センター
　☎52-2726

■時３月24日（日）
　午前11時～午後５時
■場宗吉瓦窯跡史跡公園
■内各町陶芸クラブによる焼物展示即
　売や宗吉史跡能公演など
■問三野町公民館　☎73-3114

■時 3月20日（水・祝）
　午後１時～3時30分
■場ふれあいパークみの
■内傾城阿波鳴門　ほか4幕
■問三野町公民館　☎73-3114

■時 3月20日（水・祝）
　午前10時～午後 3時
■場弥谷山ふれあいの森広場
■内各種バザー、フリーマーケット、
　バルーンパフォーマンスなど
■問弥谷市実行委員会　☎73-3111

朝日四国写真展入賞作品27点を展示
■時 3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
■問財田町公民館　☎67-0108

　

■時 3月16日（土）・17日（日）
　午前10時～午後5時
■場詫間町図書館
■注冊数制限はありません。無くなり
　しだい終了します。　
■問詫間町図書館　☎83-6828

■時 3月26日（火）
　午後1時30分
　　　　　～2時20分
■場仁尾町文化会館
■内人魚姫
■問仁尾町図書館　☎56-9565

■時４月６日（土）・７日（日）
■場市緑ヶ丘総合運動公園サッカー場
■内子どものサッカー大会。7日午後
　には元サッカー日本代表でヤング
　なでしこ監督を務める吉田弘氏に
　よるサッカークリニックを行います。
■問四国学院大学　☎0877-62-2208

■時３月24日（日）午後１時～４時
■場四国職業能力開発大学校
■対高校１･２年生または保護者
■内キャンパス見学、体験学習
■問四国職業能力開発大学校
　☎0877-24-6255

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

March

さぬき若者サポート
ステーションの出張相談

四国職業能力開発大学校
「春のオープンキャンパス」

木造住宅耐震対策講座

第4回宗吉史跡まつり

弁護士の多重債務者無料相談会

不動産鑑定無料相談会

統合失調症家族教室

人形浄瑠璃 INみとよ

弥谷市

第19回朝日四国写真展

保存期限切れの雑誌無料提供会

ひきこもり親の会（要予約）

不登校・ひきこもり親の集い
三豊の魅力さがし写真コンテスト
春の部作品募集

精神保健相談日

自衛官（特別職国家公務員）募集

月のお知らせ3

浪花のジャズシンガーYOKO & The Junction
「太平洋戦争と三豊」体験談集発刊記念講演会津波警報が変わります

健康フェア2013

三豊総合病院3月の健康教室

募集種目 受付期限
4月3日（水）

4月26日（金）

予備自衛官補
一般幹部候補生

歯科･薬剤科幹部候補生
医科･歯科幹部自衛官

春休み上映会

第2回四国学院大学学長Jr.CUP

■時  3月18日（月）午後７時開演
■料  一般500円　学生100円
　 当日ロビーにて

■出■演  YOKO　The Junction

■時  3月17日（日）　午後１時～３時
■場  市総合体育館
■講  NHKテレビ・ラジオ体操指導者
　  岡本　美佳　氏
■持  上靴、飲み物、タオル
■問  健康課　☎73－3014

YOKO 朝倉　聖 冨山　利三 藤井　雅紀

ラジオ体操講座
～いつでもどこでもだれでも3分間エクササイズ～

問い合わせ　総務課　☎73－3000▼

　気象庁では、3月7日から改善した津波警報の
運用を開始します。巨大地震の発生により東日本
大震災級の津波を予想した場合、大津波警報に
「巨大」という言葉を用いて発表しますので、最
大限の避難をしましょう。
　新しい津波警報などの詳しい内容は、気象庁ホ
ームページをご覧ください。
　また、津波警報などを見聞きした場合、直ちに
安全な場所（高台など）へ避難をすることが重要
ですが、海岸付近で「強い揺れ」「長くゆっくり
とした揺れ」を感じた場合も自らの判断で直ちに
安全な場所へ避難して、命を守ってください。

　戦争体験者による当時の体験談をまとめた「太平
洋戦争と三豊」の発刊を記念して講演会などを開催
します。
【講演会】
■時３月24日（日）
　午後1時30分開演
■場市民交流センター
■テ太平洋戦争の体験を語り継ぐ
■講新川　初子　氏
　（ひめゆり学徒隊生存者）
　喜味家　たまご　氏
　（漫才師喜味こいしの娘）
【資料展示】
■時３月24日（日）～４月７日（日）

問い合わせ　生涯学習課　☎62－1113▼
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相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ

■時 3月17日（日）午前10時～午後4時
■場高瀬町農村環境改善センター
■内講演、アトラクション、バザーなど
■問県聴覚障害者福祉センター
　☎087-868-9200

■時 3月９日（土）午前10時～午後2時
■場 NPO法人はあと
　（高瀬中央保育所北隣）
■内手作り菓子、手芸作品などの販売
■問 NPO法人はあと　☎72-6201

■時４月６日（土）・７日（日）
■場 JR坂出駅前市民広場
■料 1,500円 （中学生800円）
■受３月９日（土）
■申■問ツーデーウォーク実行委員会
　☎0877-45-4401

　年度末のため、月末休館日は3月31
日（日）です。29日（金）は開館します。
■問生涯学習課　☎62-1113

　介護ベッド用手すり（サイドレール
など）による重傷・死亡事故が
2007年度から約5年間で58件報告

され、そのうち死亡事故は29件にの
ぼります。
　各製造事業者は、事故の危険性
のある製品に対し、すき間を埋めた
り、逆向き取り付けを防止する部品
を配布しています。
　利用者や介護者はすき間に頭や首
などが入り込むおそれのある製品を
使用していないか確認し、部品を取
り付けるなどの対策が必要です。
■問県消費生活センター
　☎087-833-0999

　4月1日（月）から6月30日（日）まで
商品券の販売を一時休止し、7月1日
（月）から再開する予定です。3月中の
販売は29日（金）まで行います。現在
お手元にある商品券は、紙面記載の
有効期間内で使用できます。
　これは商品券事業が平成25年度
から市商工会へ引き継がれる準備期
間で皆さんのご協力をお願いします。
■問産業政策課　☎73-3013
　市商工会　　☎72-3123

　春は空気が乾燥し、火災が発生し
やすい季節です。「消すまでは 出な
い 行かない 離れない」を全国統一
防火標語に掲げ、全国火災予防運動
を実施しています。
　また、住宅防火のため平成 23 年
から住宅用火災警報器の設置が義
務化されています。設置がまだの人
は早めに設置しましょう。
■問三豊広域北消防署　☎72-2119

　地理的には近くてもまだまだ知ら
ない魅力がいっぱいのアジアの国、
〝中国と韓国″。その国出身の人しか
知らない事情や魅力を紹介します。
■時 3月23日（土）午前10時～正午
■場三豊市役所西館　
■料一般500円
　会員無料
■講李 会平（中国）、崔 榮晋（韓国）

①伝統家屋の隠れ家にステイして韓
　国文化を体験
②世界遺産めぐり
③友好交流プログラムに参加
④韓流歴史ドラマロケ地めぐり
■時 5月７日（火）～10日（金）
■内三豊市→陜川郡→ソウル→三豊市
■料 89,000円（燃油サーチャージな
　ど別途必要）
■数 20人程度
　（最小催行人員）
■受４月５日（金）まで
■企■画■■・■実■施
　㈱フジ・トラベル・サービス

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

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

　1日（金）
25日（月）

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
豊中庁舎
三豊市役所
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）
13日（水）
14日（木）
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

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

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
山本庁舎
仁尾庁舎
詫間福祉センター

5日（火）

6日（水）

11日（月）

15日（金）
19日（火）

10:00～15:00

10：00～11：30 たかせ人権福祉センター

高瀬町農村環境改善センター
※対象地域は高瀬町、山本町、財田町  

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）

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）
11日（月）
13日（水）

21日（木）

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

☎72－2501

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

18日（月）

7日（木）

12日（火）

19日（火）
21日（木）
22日（金）

（1月受付分）心温まる贈りもの

月のお知らせ3保健・相談

その他

くらしのワンポイントアドバイス
「介護ベッドでの事故」

「春季全国火災予防運動」
３月１日（金）～７日（木）

第１１回讃岐うどん
つるつるツーデーウォーク

市内図書館の3月末休館日

第33回手話まつり

はあと　ふれあいまつり

三豊市商品券の一時販売休止

　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

比地小学校へ

※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

藤田脳神経外科医院
富田内科医院
　森歯科医院
石井医院
河田病院
　つづき歯科医院
そがわ医院
かもだ内科クリニック
　高田歯科医院
西香川病院
細川整形外科医院
森川整形外科病院
おざきこどもクリニック
　浪越歯科医院
橋本病院
久保外科整形外科医院
　黒田歯科医院
山地外科医院
業天医院
　漆川歯科医院

3日（日）

10日（日）

17日（日）

20日（水）

24日（日）

31日（日）

4月7日（日）

高瀬町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
高瀬町
豊中町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
高瀬町
観音寺市
仁尾町
山本町
観音寺市
観音寺市
三野町
観音寺市
観音寺市

72－1135
24－0180
25－2077
73－6100
25－3668
72－5240
62－2357
23－4976
25－3308
72－5121
25－4290
72－5661
24－6789
82－5555
63－3311
25－5515
25－3671
72－2577
52－3636
54－2077

※　　＝歯科の診療時間は午前9時から正午まで　　　

国際理解講座
「アジアの文化あれこれ」

チェさんと行く
　　大人の修学旅行
「韓国スタディツアー」
　　参加者募集

▲

申し込み・問い合わせ
㈶三豊市国際交流協会　☎56－5121

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）

健康相談 健康課　☎73－3014
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

※　　管理栄養士による栄養相談あり。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
13:30～15:00
10:00～11:30
10:00～11:30
10:00～11:30
10:00～11:30
13:30～15:00

7日（木）

11日（月）

12日（火）
15日（金）
26日（火）

27日（水）

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
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
三野町保健センター
二ノ宮地区農業構造改善センター
マリンウェーブ
荘内自然休養村センター

問い合わせ　市文書館　☎63－1010▼

■時  3月１日（金）
　　～４月26日（金）
■場  市文書館
■休■館■■日  土・日・祝日
　　　３月29日（金）

文書館春期企画展
「三豊思い出写真帳 vol.2」～人が働く～
　人々の暮らしを支えてきたなりわいも、過去と
現在ではその様子が異なります。また、現在では
あまり見ることができなくなった伝統的な産業も
あります。今回はそのようななりわいの様子を写
真パネルで紹介します。

旅のポイント

高瀬町

山本町

三野町

大森五百里

原 　 直 史

片山　一良

財田町

財田町

財田町

三野　秋實

安藤　重明

近井　昌明
清風会　公民館茶道クラブ　高瀬町　
ふれあいパークみの　　　　三野町

のぞみ荘　　　　高瀬町

ハプチョングン
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