
マリンウェーブ　☎56－5111

■内粟島での作品制作のサポートや
　展示場所の清掃、会期中の案内
　業務など（都合の合う時間で）
■申氏名、住所、生年月日、年齢、性
　別、電話番号、メールアドレスを
　次のアドレスへ送信
sangyou@city.mitoyo.kagawa.jp
■問産業政策課　☎73－3013

■内開発途上国で現地の人々と協働
　しながら、人づくり国づくりへの協力
■対①青年海外協力隊（満20～39歳）
　②シニア海外ボランティア
　　　　　　　　（満40～69歳）
■受 5月13日（月）まで（※消印有効）
■問  ＪＩＣＡ四国　☎087－821－8824

■時 4月9日（火）から毎週火・木曜日
　午後４時30分～5時30分（園児
　～小学校2年）
　午後5時40分～6時40分（小学
　校３～６年）
　※無料体験会は４月４日（木）
　　午後４時30分から

■場豊中サンスポーツランド
■対キッズ、小学校１・２年生、３・４
　年生、５・６年生、それぞれ20人
■料入会金１万円、月会費週１回　
　5，000円、週２回7，000円
■問カマタマーレ讃岐
　☎087－887－3280

①一般幹部候補生（音楽・飛行要員
　含む）
■対（大卒程度試験）22歳以上26歳
　未満（院卒者試験）20歳以上28
　歳未満
②歯科・薬剤科幹部候補生
■対（歯科）20歳以上30歳未満（薬
　剤科）20歳以上28歳未満
③医科・歯科幹部自衛官
■対医師免許または歯科医師免許を
　取得している者
■受 4月26日（金）まで
■時①②の1次試験は5月11日（土）、
　③の試験は5月17日（金）
■問自衛隊観音寺地域事務所
　☎25－6122

【中高年うつ・認知症相談】（要予約）
■時４月１日（月）午前11時～正午
【思春期相談】（要予約）
■時４月８日（月）午後２時～４時

【心の健康相談】
■時４月24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４月24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４月23日（火）午後１時～３時
■場豊中庁舎
■数１人30分　４人まで（要予約）
■受４月９日（火）～16日（火）
■申■問福祉課　☎73－3015　

■時４月24日（水）
　午後１時30分～３時
■場西讃保健福祉事務所
■対パーキンソン病の患者とその家族
■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

■時４月15日（月）
　午前10時～午後4時
■内遺言・相続の相談を含む高齢者の
　ための弁護士との電話相談（1件
　につき20分以内）、無料
■相■談■専■用■番■号☎0570－041－605
　（相談日以外は使用できません）
■問県弁護士会事務局
　☎087－822－3693

【腎臓病教室】
■時 4月18日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時 4月11日（木）午後６時～７時
■料 600円（当日支払）
【男性の調理実習】
■時 4月3日（水）
　午前10時～12時30分
■料 600円（当日支払）
　※各教室、事前予約が必要
■申■問三豊総合病院健康管理センター
　☎52－2726

■時 4月21日（日）午前9時～午後3時
■場市総合体育館
■対市内居住者、市内の企業、学校、
　クラブに所属する人

■料 300円（学生は無料、ただし弁当
　代500円は別途必要）
■申 4月12日（金）まで
■申■問市体育協会事務局
　☎56－6251

■時■場①５月～８月　毎週金曜日
　　仁尾町文化会館
　　②7月～11月　毎週月曜日
　　財田町公民館
　　午前10時～11時
■講たくまシーマックス中村美菜先生
■内おおむね40歳～64歳の女性で12
　回続けて参加できる人（昨年度参
　加された人は申し込み不可）
■問各会場先着30人
■受４月19日（金）まで
■持バスタオルまたはヨガマット・
　飲み物
■申■問健康課　☎73－3014

■時４月26日（金）午前9時～午後1時
■場山本町財田大野農業構造改善セ
　ンター
■内簡単でえぐみの残らないたけのこ
　の下ごしらえ、長期保存方法、美
　味しいたけのこ料理
■料 500円
■受４月22日（月）

■持エプロン・三角巾
■問農業振興課　☎73－3040

■内５月から計７回市内の里山を巡り
　ます
■対市内在住
■数 40人
■受４月８日（月）～12日（金）
　午前９時～午後５時
■申三豊市公民館　☎62－1156

■時４月７日（日）午後１時～３時30分
■場西香川病院
■内健康セミナー（レナ・ホレンナ―
　博士による講演）、お茶席、認知
　症相談コーナー、栄養相談コー
　ナー、健康チェックコーナー
■問西香川病院　☎72－5121

■時４月21日（日）
　午前９時～午後３時
■場陸上自衛隊善通寺駐屯地
■内観閲式、訓練展示、音楽演奏、
　装備品展示、訓練等写真展、戦
　車の体験搭乗
■問第14旅団広報班
　☎0877－62－2311

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

April

平成25年度
ＪＩＣＡボランティア募集

カマタマーレサッカースクール
生徒募集

第１４旅団創隊７周年・善通寺
駐屯地開設６３周年記念行事

西香川病院健康さくらまつり

弁護士の多重債務者無料相談会

自衛官（特別職国家公務員）募集

瀬戸内国際芸術祭2013の
ボランティア『海ほたる隊』募集

さぬき若者サポートステーション
の出張相談

女性のための簡単運動講座
「美・ピラティス」（12回コース）

農家のお母さんの技術を学ぼう
～たけのこ編～

パーキンソン病友の会（すみれ会）
交流会

精神保健相談日

月のお知らせ4

市役所窓口で使用する封筒の広告を募集します小型はかりの定期検査をうけましょう

大見駐在所が
新築移転しました

4月6日（土）～15日（月）は
春の全国交通安全運動！

三豊市民卓球講習会

三豊の里山愛好者の集い

三豊総合病院4月の健康教室

高齢者のための全国一斉電話相談

Drum 久保 龍延 Guitar 高橋信一郎 Bass 正木 孝昌

Piano  瀬部 妙子Vocal  藤岡 友香

マリンウェーブ情報

TOMOKA SING 
 　藤岡友香 meets 瀬部妙子カルテット
■時  5月2日（木）午後７時開演
■料  一般500円　学生100円　当日ロビーにて

　取引や証明に使用するはかりは、計量法により２
年ごとに定期検査を受検することが義務付けられて
います。お近くの会場で必ず受検してください。

北消防署
　救助工作車更新

　封筒は９月１日から１年間、市民課、税務課およ
び各支所の窓口に設置します。掲載にあたっては、
広告事業実施要綱および広告事業実施基準等の規定
に基づき審査します。

申し込み期限　4月12日（金）

問い合わせ　市民課　☎73－3005▼

　人命救助を要する災害
現場に出動する救助工作
車が更新されました。

大
見
小
学
校

県
道
宮
尾
高
瀬
線 大見幼稚園

大見
駐在所

平成２５年度三豊市特定計量器定期検査日程表
区 域 日　　　　時 場　所
仁尾町
　

詫間町
　

豊中町

三野町
財田町

山本町

高瀬町

仁尾町体育センター
　
詫間庁舎

粟島出張所

市民交流センター

三野庁舎
財田庁舎
山本町農村環境
改善センター
高瀬町農村環境
改善センター

　

１０：００～１５：００

１3：3０～１4：００

４月22日（月）
４月23日（火）
24日（水）
25日（木）

５月　７日（火）
５月　８日（水）

　９日（木）
５月13日（月）
５月14日（火）

５月15日（水）

５月16日（木）
20日（月）

１０：００～１５：００

問い合わせ　県計量検定所　☎087－881－2517
　　　　　　産業政策課　　☎73－3013　

▼

新住所

三野町大見甲
　　3078番地10
☎72－0501
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相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ

■時４月７日（日）
　午前9時30分～午後１時30分
■場山本町生涯学習センター
■対小学3年生以上（小学生は保護者同伴）
■数 28人
■持ハイキングに適した服装、手袋、
　昼食、飲み物
■問山本町公民館　☎63－1041

■時 4月7日（日）午前10時～正午
■場丸亀市保健福祉センター
■講宇多津クリニック倉田典之先生
■主全国膠原病友の会香川県支部
■問☎087－885－2849

■場財田町公民館ギャラリー
■時 4月16日（火）～5月12日（日）午
　前9時30分～午後5時（月曜休館）
■内障害者施設を利用する人たちが
　制作した油彩画、水彩画、約 20点
■問財田町公民館　☎67－0108

■時 4月21日（日）午後１時～４時
■場ゆめタウン三豊
■内血圧測定、血管年齢測定など
■問県看護協会第7支部役員成岡里美
　☎52－2215（井下病院）

■時 4月20日（土）午前10時～午後5時

　　　21日（日）午前9時～午後4時
■場宗吉瓦窯跡史跡公園、宗吉かわ
　らの里展示館
■内野外造形作品の展示、中四国を
　中心に活躍するアート・クラフト作
　家約40人によるアート・クラフトフェ
　ア、地域の食と文化を体感できる
　暮らし広場
■注みの駅と三野町体育センターから
　のシャトルバスをご利用ください
■問宗吉かわらの里展示館
　☎56－2301

■時 4月28日（日）午前10時30分～
　午後3時（※雨天中止）
■場番の州公園運動広場
■内愛犬とともにゲーム、躾方教室、
　子ども向け工作教室、マナー講習、
　トリミング相談
■問坂出緩衝緑地管理事務所
　☎0877－45－6820

　該当する事業場で働く人は次の特
定最低賃金が適用されます（1時間）。
冷凍調理食品製造業　　　　743円
はん用機械器具・生産用機械器具・
業務用機械器具製造業　　　813円
船舶製造・修理業、舶用機関製造業
　　　　　　　　　　　　　821円
電子部品・デバイス・電子回路、電子
機械器具、情報通信機械具製造業
　　　　　　　　　　　　　767円
■問観音寺労働基準監督署
　☎25－2138

①神秘的幻想世界 「九寨溝」を訪ねる
②かわいいパンダと対面
③友好交流プログラムに参加
④本場麻婆豆腐を老舗にて堪能
■時 6月18日（火）～23日（日）
■内三豊市→友好都市→九寨溝→成
　都→三豊市
■料約128,000円 （燃油サーチャージ
　など別途必要）
■企■画■■・■実■施
　（株）農協観光三豊営業支店
■受 5月15日（水）
■数 20人（最少催行人員）

基本的な紅茶の入れ方や
歴史、英国文化、スコー
ンの作り方も学べます。
■時４月21日（日）
　午前10時～午後１時
■場豊中町保健センター
■料会員500円　一般1, 000円
■講ギャレス・コフン（イギリス出身）、
　大谷彩子
■受４月19日（金）
■数 50人（先着順）

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）

 4日(木)
11日(木)
18日(木）
5月2日(木）
16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
詫間福祉センター
高瀬町農村環境改善センター　

　5日(金)
22日(月)

日　程 時　間 場　　所
仁尾庁舎
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
三豊市役所
三野町保健センター
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

1日（月）
9日（火）
11日（木）
12日（金）
17日（水）
18日（木）
24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
13:00～15:00
10:00～15:00

13:00～15:00

13:00～16:00
10:00～15:00
9：30～14：00

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

2日(火)

3日(水)

8日（月）

9日（火）
15日（月）
16日（火）

10:00～15:00

10：00～11：30 ふれあいプラザにお

高瀬町農村環境改善センター
※対象地域は三野町、豊中町、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）

豊中庁舎
高瀬町農村環境改善センター
山本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
財田庁舎

3日（水）
８日（月）

10日（水）

17日（水）
22日（月）
24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

☎82－2607

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

15日（月）

8日（月）

9日（火）

24日（水）
25日（木）
26日（金）

（２月受付分）心温まる贈りもの

月のお知らせ4保健・相談

その他

かがわ・山なみ芸術祭
“TSU-KU-RU”フェスティバル
みとよ2013

ふしぎ na たね展

「看護の心普及事業」健康相談

第6回ワンだふるマナーDAY

特定最低賃金のお知らせ

　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

三豊市へ

※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

山地外科医院
業天医院
　漆川歯科医院
今川内科医院
クニタクリニック
　クロダ歯科医院
小野医院
クリニック池田
　たくま歯科医院
嶋田内科医院
辻整形外科医院
　多田歯科医院
三豊市立永康病院
渡辺ハートクリニック内科

7日（日）

14日（日）

21日（日）

28日（日）

29日（月）

三野町
観音寺市
観音寺市
豊中町
観音寺市
観音寺市
詫間町
観音寺市
三野町
三野町
観音寺市
観音寺市
詫間町
観音寺市

72－2577
52－3636
54－2077
62－2052
25－1577
25－8348
83－8181
23－1500
73－5581
73－5178
57－1100
25－3247
83－3001
23－2022

※　　＝歯科の診療時間は午前9時から正午まで　　　 分～

教室、
講習、

①神秘的幻想世界 「九寨溝」を訪

大谷彩子
■■■４月19日（金）
■■■ 50人（先着順）

AY

李さんと行く
大人の修学旅行
「中国スタディツアー」
参加者募集！

「英国アフタヌーンティー教室」

▲

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
山本町保健センター
豊中町保健センター
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

4日（木）
10日（水）
12日（金）
15日（月）
16日（火）
18日（木）
24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

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

4日（木）

8日（月）

9日（火）

17日（水）

19日（金）
23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
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
三野町保健センター
二ノ宮地区農業構造改善センター

不動の滝から高屋神社を歩こう！

高瀬町

豊中町

豊中町

大平　文夫

小畑　豊文

西山　　覚

仁尾町

仁尾町

財田町

河田　茂則

西山　清敏

近藤　正敏

生活協同組合コープかがわ

中国国家観光局（大阪）ツアーのポイント

税務課からのお知らせ

☆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▼

４月30日（火）口座振替日および納期限

☆市税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

４月は、固定資産税（全期前納および第１期分) 
の納付月です。

膠原病医療講演会と交流会
「膠原病との付き合い方Ｑ＆Ａ」

２月の市内交通事故（前月比）発生件数 76（－40）　死者数 ０（－３）　負傷者数 104（－40）
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