
マリンウェーブ　☎56－5111マリンウェーブ情報

　　

■時１次試験（筆記）6月29日（土）
　２次試験（面接）7月27日（土）
■受６月17日（月）まで
■申■問三豊総合病院人事課
　☎52－3366

　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”
　夏のおすすめ美景スポットやイ
　ベントの情景、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９月27日（金）まで
■申■問市観光協会　☎56－9121

■時６月25日（火）午後１時～３時
■場三野町社会福祉センター
■数１人30分　４人まで（要予約）
■受６月11日(火)～18日（火）
■問福祉課　☎73－3015

■時６月20日（木）
　午後１時30分～３時30分

■場三豊市役所西館
■内七夕の短冊や飾り作りなどを通 
　して障がい者と地域の交流
■受６月13日（木）まで
■申■問福祉課　☎73－3015
　地域生活支援センターありあけ
　☎57－5501

■時６月26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６月５日（水）午後２時～４時
■場西讃保健福祉事務所
■内 15歳以上の子どもの不登校やひ
　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６月14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
　☎087－804－5115

【中高年うつ・認知症相談】（要予約）
■時６月３日（月）・７月１日（月）
　午前11時～正午
【思春期相談】（要予約）
■時６月10日（月）午後２時～４時
【心の健康相談】（要予約）
■時６月26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６月12日(水 )
　午後１時30分～３時30分
■場西讃保健福祉事務所
■対統合失調症の人の家族
■内病気と障がいを理解する
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

■時６月10日（月）
　午前10時～午後４時
■内労働紛争や労働事件の解決を図
　るための弁護士との電話相談
■相■談■電■話■番■号　　0120－610－168
■問県弁護士会　☎087－822－3693

■時 6月25日（火）
　午前10時～午後４時
■内女性に対する暴力や離婚に関す
　る諸問題などの電話相談または
　面接相談（面接相談は要予約）
■相■談■電■話■番■号☎087－822－2442
■問県弁護士会　☎087－822－3693

■時６月16日(日) 午後１時～2時30分
■場市民交流センター
■講健康運動指導士　阿部  純也 氏
■内スロートレーニングとインナーマッ
　スルトレーニングの講話と実技
■数 100人（先着順）
■持飲み物、タオル、ヨガマットまたは
　バスタオルなど敷物になるもの
■申■問健康課　☎73－3014

■時 6月23日（日）午前10時～正午
■場ホテルサンルート瀬戸大橋（宇多津町）
■講NHKテレビ・ラジオ体操講師
　岡本  美佳 氏
■申■問四国ラジオ体操連盟
　☎089－943－8990

【食べて治してハッピーライフ】
■時６月14日（金）　健康学習
　午後２時～３時
　６月28日（金）　調理実習
　午前10時～正午
【腎臓病教室】
■時６月20日（木）　調理実習
　午前10時30分～正午

【夜間糖尿病教室】
■時６月13日（木）午後６時～７時
【男性の調理実習】
■時６月５日（水）
　午前10時～12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 6月23日（日）午後１時～５時
■場高瀬町農村環境改善センター
■対 20歳以上の県内在住者
■内防除従事者に必要な知識の取得
■数 50人（先着順）
■受 6月14日（金）まで
■申■問農業振興課　☎73－3040

■時 7月11日（木）～11月7日（木）
　全８回
■場県社会福祉総合センター（高松市）
■内犯罪や事故被害にあわれた人や
　その家族の話を聞き、情報提供を
　行うための支援活動員養成講座
■料 3,000円
■受 6月28日（金）まで
■申■問被害者支援センターかがわ
　☎087－897－7790

■時 7月4日㈭～平成26年2月13日㈭
　全24回　午後７時30分～９時
■場西讃ふくろうセンター
■数 40人
■受 6月20日（木）まで
■申■問県聴覚障害者福祉センター
　☎087－868－9200

■時①6月14日（金）
　　午後1時30分～3時30分
　②7月5日(金 )午後1時30分～3時
■場豊中町図書館
■対読み聞かせに興味のある人
■内①ストーリーテリング研修講座
　②パネルシアターの実演とワーク
　　ショップ
■数各講座50人
■受開催日の１週間前まで
■申■問詫間町図書館　☎83－6828

■時 7月7日(日）午前9時30分～11時
■場山本町生涯学習センター
■数 25人（先着順）
■受 6月29日（土）まで
■料 1,000円
■申■問山本町公民館　☎63－1041

■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＝注意事項　■申＝申込方法・申込先　■問＝問い合わせ先

講座・教室
June

弁護士の多重債務者無料相談会

カタリ場

統合失調症家族教室

ひきこもり親の会 （要予約）

不登校・ひきこもり親の集い

さぬき若者サポート
ステーションの出張相談

三豊総合病院企業団
看護師第１次募集

三豊の魅力さがし写真コンテスト
作品募集（夏の部）

アライグマ・ヌートリア防除従事者
養成講習会

市民運動講座
「スキ間時間エクササイズ」

生涯学習講座
「ハイドロカルチャー教室」

精神保健相談日
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被害者支援活動員養成講座

おはなし会研修講座

ラジオ体操指導者講習会

手話奉仕員養成講座「入門課程」

三豊総合病院6月の健康教室全国一斉労働相談ホットライン

女性の権利110番

問い合わせ　
香川大学　☎087－832－1311

▼

問い合わせ　水道課　☎62－1133　
市上下水道工事業協同組合
みとよ水フェスタ実行委員会　☎62－6561

▼

申し込み・問い合わせ　笠田高等学校　☎62－3345▼

映画「ドラえもん　のび太のひみつ道具博物館」

津軽の響き

チケット販売中！

■時  6月９日（日）　午前9時30分～午後3時
■場市民交流センター

■料 7,000円程度（5講座分）　■受６月３日（月）から
■対三豊・観音寺市内在住で５回とも受講できる人

■時午後６時～７時30分
■場豊中町農村環境改善センター
■講香川大学名誉教授　丹羽佑一氏

第2回みとよ水フェスタ2013 笠田高校開放講座「暮らしいきいき講座」

香川大学サテライトセミナー
「三豊の古代史」　　

募集

相談

■時  6月22日（土）①10：30　②14：00　③18：30
■料  小人（3歳～） 800円　一般 1,300円
　　親子ペア 2,000円　シルバー1,000円

■時  6月28日（金）午後７時開演
■料  一般500円　学生100円
　　当日ロビーにて

全4回

月　日　
６月６日㈭
20日㈭

７月４日㈭
18日㈭

内　　容
旧石器時代・縄文時代
弥生時代
古墳時代
飛鳥・奈良時代

■内
　水道局ブース・節水コマ無料配布・水道相談コーナー
　飲食ブース　・黒にんにくカレー・うどん・ジュース
　　　　　　　・三豊バーガー・クレープ　など
　その他ブース・取れたて野菜産直市・水道資材展示
　　　　　　　・みとよマルシェ　など

・水道週間作品コンクール表彰式
・高瀬子ども太鼓童響（どん）・詫間町吹奏楽団　など

・水道パイプで工作「水鉄砲作り」・きき水コーナー
・お楽しみ抽せん会・水出しコーヒー無料提供　など

回
1
2
3
4
5

時 間 内　　容
やさしいバイオ実験
讃岐の味を楽しむ
クリスマスフラワーアレンジメント
正月用寄せ植え作り
手打ちうどん作り

午前9時

～

正午

月　日
７月６日㈯
10月５日㈯
11月23日㈯
12月７日㈯
１月11日㈯

■日■程■お■よ■び■内■容

テントイベント

野外イベント

ステージイベント

山本 幸恵筒井 茂広堀尾 泰磨

■場笠田高等学校
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相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ

■時 6月29日（土）
　午前10時～11時30分
■場香川高等専門学校詫間キャンパス
■内子どもたちをネット被害から守る
　ための用語や知識を学ぶ
■数 30人（先着順）
■受６月３日（月）～25日（火）まで
■申■問香川高等専門学校詫間キャン
　パス　☎83－8507

　

■時６月15日（土）午後６時
　　　16日（日）午後２時・６時
■場四国学院大学
■料事前予約の場合
　一般3,000円、学生2,500円
■問四国学院大学　☎0877－62－2208

■時６月30日（日）午前9時～午後5時
■場宗吉かわらの里展示館
■内入館料と粘土工作「貯金箱作り」
　が無料（工作受付は午後3時まで）
■問宗吉かわらの里展示館　☎56－2301

■時６月24日（月）～30日（日）
　午前８時30分～午後７時

※土･日曜日は午前10時～午後5時
■相■談■員人権擁護委員または高松法
　務局職員
■相■談■電■話■番■号　　0120－007－110
■問高松法務局　☎087－815－5311

　商工会が発行する商品券を、デザ
インも新たに販売します。取扱店も
539店舗に増えて、ますます充実した
市商品券をご利用ください。
■発■行■券１冊１万円
　（１冊に500円券１枚付き）　
　※１人10冊まで
■発■行■冊■数１万冊
■発■売■日■・■場■所
　７月７日（日）
　午前9時～午後3時
　市商工会各事務所
　8日（月）以降は商工会営業日の販売
■有■効■期■限
　平成26年１月６日（月）
■問市商工会　☎72－3123

　三豊警察署では、来日外国人が
安心して生活できるように、防犯指
導や交通安全指導を行うとともに、
不法滞在者等の悪質な外国人に対
する取り締まりを積極的に行ってい
ます。
　外国人を雇用するときには、必ず
パスポート等で「在留資格や在留期
間」の確認をお願いします。
■問三豊警察署　☎72－0110

■時６月22日（土）
　午後2時～4時　
■場三豊市役所  西館
■料一般1,500円
　会員1,000円
■数 30人（先着順）
■講ボロチナ・サーシャ（ロシア出身）
■受６月20日（木）まで

　姉妹・友好都市からの中学生を
受け入れるホストファミリーを募
集しています。家族の一員として
迎え入れるので、特別なおもてな
しはいりません。
　日常生活を通してお互いの文化
や習慣を共有できるこの機会に、
気軽に国際交流をしてみませんか。

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）

 6日（木）
13日（木）
7月4日（木）
6月18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

　7日（金）
24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

3日（月）
11日（火）
13日（木）
14日（金）
19日（水）
20日（木）
26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
市民交流センター
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
仁尾町文化会館
山本町保健センター

13:30～15:00

11日（火）
12日（水）
18日（火）
20日（木）
21日（金）
25日（火）
28日（金）

脳きらり教室 地域包括支援センター　☎73－3017

13:00～15:00
10:00～12:00
10:00～15:00
13:00～15:00
13:00～15:00
13:00～16:00
10:00～15:00

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

3日（月）
4日（火）

5日（水）

10日（月）
11日（火）
14日（金）

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）

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

　1日（土）

3日（月）

5日（水）
10日（月）
19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

☎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＝注意事項　■申＝申込方法・申込先　■問＝問い合わせ先

17日（月）

7日（金）

11日（火）

19日（水）
20日（木）
21日（金）

イベント

月のお知らせ6保健・相談

その他

演劇公演「て」

宗吉かわらの里展示館無料開放デー

公開講座
「インターネット有害対策」

プレミアム付商品券の
販売開始

※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

みずた内科
羽崎病院
　久保歯科医院
細川病院
高室医院
　ウキタ歯科医院
大西医院
小林整形外科医院
　三宅歯科医院
池田外科医院
宮崎内科医院
　さいとう歯科医院
安藤内科医院
中央クリニック
　小川歯科医院
多田医院
今滝医院
　タカシ歯科クリニック

2日（日）

9日（日）

16日（日）

23日（日）

30日（日）

7月7日（日）

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

83－7218
25－3382
52－2009
83－2211
25－8311
23－3123
63－2081
25－7311
63－8500
62－3151
25－1280
27－9328
72－5018
25－0755
54－5118
83－2121
27－6218
24－4618

※　　＝歯科の診療時間は午前9時から正午まで　　　

ロシア文化講座
　「マトリョーシカ作り教室」

外国人ゲストの
ホストファミリー募集！

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市国際交流協会　☎56－5121

「
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
13:30～15:00

10:00～11:30

6日（木）

10日（月）

11日（火）

19日（水）

21日（金）
25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

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間

外国人の不法滞在・不法就労
防止にご協力を

4月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数 24件（－21）死者数 ０人（±0）負傷者数 28人（－30）

７月1日（月）口座振替日および納期限

（4月受付分）心温まる贈りもの
　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

高瀬町
山本町
詫間町

安藤　精哲
白川　順子
宮脇　敏弘

財田町
財田町
坂出市

藤下　博文
林倉　　隆
松尾　義幸

高瀬町カラオケ同好会　高瀬町
NPO法人かがわ子育て親育ちの会　丸亀市

綾　　和之　　三野町
曽保小学校へ
浅野　彰英　　仁尾町

☆納付には口座振替が便利です。
☆全期前納の人で口座振替ができなかった場合は、期
　別振替に変更となりますのでご了承ください。
☆納期限内に納めましょう。

税務課からのお知らせ

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

■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。

　６月は、市県民税普通徴収分（全期前納および第1期分）
の納付月です。

☆市税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

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

9：30～11：00

6日（木）
12日（水）
14日（金）
17日（月）
18日（火）

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

※財田町国保高齢者保健福祉支援センター、高瀬町公民館の健康相談はお休みです
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