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▍海上保安大学校学生募集
■受 8月 29日（木）～9月 6日（金）
インターネットは9月9日（月）まで

■数約45人
※受験資格など詳細は下記にお問
い合わせください

■問備讃瀬戸海上交通センター
☎0877－49－3366

▍精神保健相談日
【中高年うつ・認知症相談】（要予約）
■時８月5日（月）・９月２日（月）
午前11時～正午

【思春期相談】（要予約）
■時８月12日（月）午後2時～4時
【心の健康相談】（要予約）
■時８月28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

▍さぬき若者サポート　ステーションの出張相談

■時 8月28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

▍「福祉のしごと」相談・求職登録会
■時８月８日（木）・22日（木）
午後１時～４時

■場高瀬町農村環境改善センター
■対福祉関係へ就職を希望する人、
福祉の仕事に関心のある人など

■問県社会福祉協議会
☎087－833－0250

▍弁護士の多重債務者無料相談会
■時 8月27日（火）午後１時～３時
■場山本町農村環境改善センター
■数１人30分　4人まで（要予約）
■受８月13日（火）～20日（火）
■申■問福祉課　☎73－3015

▍かがわーくフェア（夏の就職面接会）
■時８月20日（火）午後１時～４時
■場サンメッセ香川
■内県内企業120社予定の就職面接
会

■問県労働政策課　
☎087－832－3368

▍ひきこもり親の会 （要予約）
■時８月９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

▍救命講習会
■時（普通）8月24日（土）
午前8時45分～正午
（上級）8月25日（日）
午前８時～午後５時

■場三観広域防災センター
■数（普通）30人、（上級）30人
■申■問三観広域消防本部　☎23－3973

▍統合失調症家族教室
■時８月14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
■内話し合い（地域での暮らし）ほか
■問西讃保健福祉事務所　☎25－2052

▍三豊総合病院8月の健康教室
【腎臓病教室】
■時 8月15日（木）午後3時30分～5時
【男の調理実習】
■時８月７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円が必要
■申■問三豊総合病院健康管理センター
☎52－2726

▍香川高専詫間キャンパス　オープンキャンパス

■時８月４日（日）午前9時～正午
■対小・中学生および一般

■問香川高専詫間キャンパス　
☎83－8516

▍「健やかに生きよう」公開講座
■時 8月21日（水）午後1時30分～4時
■場県社会福祉総合センター
■数 70人
■受 8月16日（金）まで（電話で）
■問県立保健医療大学
☎087－870－1212

▍ノトスクールワークショップ in
　summer
【子どものためのワークショップ】
■時８月19日（月）～25日（日）
【大人のためのワークショップ】
■時８月20日（火）～23日（金）
■場四国学院大学
※詳細は四国学院のホームページで
■問四国学院大学☎0877－62－2455

▍四国学院大学オープンキャンパス
■時８月10日（土）・24日（土）
午前11時～午後4時

■問四国学院大学　 0120－459－433

▍B型肝炎訴訟説明会
■時 8月３日（土）午後１時～３時
■場三豊市役所
■問全国Ｂ型肝炎訴訟・広島弁護団
事務局　☎082－223－6589

▍市震災対策訓練
■時９月１日（日）午前8時30分開始
■場詫間小学校
■内震度7、津波警報発令を想定した
市民参加の訓練

■注参加は詫間第3分館のエリアを中
心に実施しますが、訓練の様子

はご覧になれます
■問総務課　☎73－3000

▍小学生夏休み卓球教室
■時８月の火・土曜日
午後7時30分～9時

■場高瀬町体育館（高瀬中学校横）
■対市内の小学生
■持ラケットがある人は持参
■注レクリェーション保険加入済
■問市体育協会卓球部　嶋田
　090－7622－9000

▍アニメ映画会
■時８月７日（水）・21日（水）
午後2時～3時

■場詫間町図書館
■内（7日）七夕さま、さだ六とシロほか
（21日）羅生門の鬼、きつねの嫁入
りほか

■問詫間町図書館　☎83-6828

▍月と土星と夏の星座観察
■時８月11日（日）午後８時～９時
■場山本町生涯学習センター
■注雨天時は室内でビデオ学習
■問山本町公民館　☎63－1041

▍「ジュリーの海と空」上映会
■時 8月16日（金）午後1時30分～3時
■場仁尾町文化会館
■数 250人
■問仁尾町図書館　☎56－9565

▍仁尾町図書館・公民館まつり
■時８月31日（土）午前10時～午後3時
■場仁尾町文化会館
■内おはなし会、吹奏楽演奏、ジャ
グリング実演など

■問仁尾町図書館　☎56－9565

▍観月茶会
■時９月７日（土）午後6時～8時
■場仁尾町文化会館
■料 300円
■問仁尾町公民館　☎56－9565

▍第9回四国霊場88サイクル駅伝
　自転車巡礼隊を見かけたら、温か
い声援をお願いします
■時８月16日（金）
（第67番大興寺）午前10時過ぎ
（第70番本山寺→第71番弥谷寺）
正午～午後2時

■問四国霊場88サイクル駅伝実行委
員会　☎0877－63－6315

▍みとよロボコン2013
■時８月25日（日）
午前10時～午後３時

■場香川高専詫間キャンパス
■対小中学生（3人以下で構成するチー
ム戦）

※詳細は香川高専のホームページで
■問産業政策課　☎73－3013

▍写真展
【写真集団「洞爺」会員展】
■時 8月13日（火）～25日（日）
【三豊の魅力さがし（24年夏）入選展】
■時８月27日（火）～９月８日（日）
午前９時30分～午後５時

■場財田町公民館（月曜日休館）
■問財田町公民館　☎67－0108

■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

イベント

講座・教室

AUGUST
月のお知らせ8

募集

相談

　

●ミュージックヒストリーコンサート ●「遺体　明日への十日間」

トロイムコンサート
●甦れ ! 青春グラフィティー　
　　おやじバンド大集合

～Melodies with 
　　　Memories～

 ビリー・バンバン  庄野　真代

 尾崎 智子 澤田 恭子

 山本コウタロー

核兵器の廃絶と恒久平和を願って
　非核平和都市宣言都市
　　　　　　　　　　三豊市

宝くじの助成金で整備
宝くじの助成金を受けて、仁尾町の蔦見自
主防災会は、防災資機材を整備しました。

問い合わせ　総務課　☎73－3000▼

好評発売中！ ■時  8月24日（土）
　 ①午前10時30分　②午後１時　
　 ③午後３時30分　　④午後７時

■料  一般1，000円　中高生700円

■時  9月23日（月・祝）開演　午後3時　
■料  4，500円
　【全席指定席】
■出■演  ビリー・バンバン
　　　庄野　真代
　　　山本コウタロー

■時  8月29日（木）午後７時開演
■料  一般500円　学生100円
　　　※当日、ロビーにて
■出■演  フルート：尾崎智子
　　　ピアノ：澤田恭子

■時  9月1日（日）午後２時開演
■料  1,000円 （高校生以下無料） 
　　【全席自由席】
■出■演  京極テリーズ　SKB　
　　　トゥー・ファイブ　ALL G’s

　終戦記念日を前に、改めて平和に
ついて考えてみましょう
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相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ

参加者
募集

▍紫雲出山遺跡　発掘60年史特別展
■時８月３日（土）～９月29日（日）
午前９時～午後５時

■場宗吉かわらの里展示館（月曜休館）
■料15～64歳は100円
■問宗吉かわらの里展示館☎56－2301

▍第27回鵜足津福祉会ふれあい広場
■時８月10日（土）午後６時～８時
■場高瀬荘
■内ステージ、各種バザー、ゲームコー
ナーなど

■問高瀬荘　☎74－7811

▍みとよカップリングパーティー　～まち恋　第9章～
■時８月24日（土）
午後5時～9時30分解散予定

■場 Sun Cafe（サンリゾート仁尾内）
■数男性30人（市内在住で独身の人）
女性30人（市内在住または市内に
勤務している人）※男女とも20～
40歳で応募多数の場合は抽選

■料男性3,000円　女性2,000円　
■受８月５日（月）まで（必着のこと）
※申し込み用紙に身分証明書を添付
■申■問まち恋実行委員会　藤原
　080－3164－2659

▍番の州公園ガーデンセミナー
【バラの夏期剪定】
■時 8月25日（日）
①午前９時30分～11時45分
②午後１時30分～３時45分

■数各20人（先着順）
■受８月４日（日）から

【多肉植物の寄せ植え】
■時９月８日（日）
午前9時30分～11時45分

■数 15人（先着順）
■料2,000円
■受８月25日（日）から
■場番の州公園管理事務所
■申■問郵便、FAX、メールで
坂出緩衝緑地管理事務所
〒762-0063坂出市番の州公園5
番地　☎0877-45-6820
FAX0877－43－5213
E-mail
kansyouryokuti@rhythm.ocn.ne.jp

▍下水道排水設備工事責任技術者　資格認定共通試験

■時10月11日（金）午後２時～４時
■場高松テルサ
■受８月30日（金）まで
■申■問県下水道協会☎087－839－2711

▍三豊の魅力さがし写真コンテスト　（春の部）審査結果発表！！
　127点のすばらしい写真をお寄せ
いただき、ありがとうございました。

（敬称略）
最優秀賞
「瀬戸の眺望」
　佐伯　登
（四国中央市）

優秀賞（4点）：山田和範（観音寺市）
大西省三（善通寺市）佐藤道子（多
度津町）真鍋幸江（観音寺市）
佳　作（10点）：加藤繁隆（観音寺市）
井上義信（観音寺市）佐伯登2点（四

国中央市）臼井哲（三豊市）藤本正
昭（善通寺市）石角尚義２点（三豊市）
矢野秀明（三豊市）神原孝吉（三豊
市）※入賞作品はマリンウェーブに
展示しています
■問市観光協会　☎56－9121

　今年は日本とスペインの交流
400周年です！スペインの文化を
学ぶとともに、民族舞踊である｢フ
ラメンコ｣を体験してみましょう！

■時９月21日（土）
午前10時～正午

■場マリンウェーブ
■講ナチョ・ブラスコ（スペイン出身）
イスパニア フラメンコ
スタジオの皆さん

■数 50人（先着順、要予約）
■料一般 1,500円
会員 1,000円

■受９月18日（水）まで

　こんにちは！
新しい国際交流員の
李 霞（リ シャー）です。
　中国では日本語の
教師をしていました。
日本語教師や通訳などの経験を生
かして、日中友好交流に役立ちた
いと思っています。よろしくお願
いします。

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）

 1日(木)
8日(木)
15日(木)
9月5日(木)
8月20日(火)

福祉課　☎73－3015こころの相談

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

　2日(金)
26日(月)

日　程 時　間 場　　所
詫間福祉センター
高瀬町農村環境改善センター
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
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
山本町保健センター

9：30～11：00

1日（木）
7日（水）
8日（木）
9日（金）
19日（月）
20日（火）
21日（水）

日　程 時　間 場　　所
仁尾庁舎
三豊市役所
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
山本町保健センター
豊中庁舎
詫間福祉センター　　　

10：00～11：00

5日（月）
8日（木）
9日（金）
13日（火）
15日（木）
21日（水）
28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
三野町保健センター
高瀬町農村環境改善センター
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
マリンウェーブ
山本町保健センター
仁尾町文化会館

13:30～15:00

8日(木)
13日(火)
16日(金）
20日（火）
21日（水）
23日（金）
27日（火）

脳きらり教室 地域包括支援センター　☎73－3017

10:00～12:00
10:00～15:00
13:00～15:00

13:00～15:00

10:00～15:00
13:00～16:00

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
高瀬町農村環境改善センター
仁尾庁舎
詫間福祉センター

6日(火)

7日(水)

12日（月）

13日（火）

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）

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

　　1日（木）
　6日（火）
7日（水）
12日（月）
14日（水）
21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＝注意事項　■申＝申込方法・申込先　■問＝問い合わせ先

12日（月）

7日（水）

13日（火）

21日（水）
22日（木）
23日（金）

月のお知らせ8保健・相談

その他

※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

藤川医院
河田病院
　野口歯科医院
森川整形外科病院
小山医院
　ただ歯科医院
石井医院
国土外科医院
　とよしま歯科医院
山地外科医院
三野小児科医院
　しらい歯科クリニック
西香川病院
もりの木おおにしクリニック
　大西ただし歯科クリニック

4日（日）

11日（日）

18日（日）

25日（日）

9月1日（日）

高瀬町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
三野町
高瀬町
観音寺市
観音寺市
三野町
観音寺市
三野町
高瀬町
観音寺市
観音寺市

74－7977
25－3668
25－3900
72－5661
25－2354
56－2762
73－6100
25－0290
24－5775
72－2577
25－7788
72－5237
72－5121
25－3291
57－5095

※　　＝歯科の診療時間は午前9時から正午まで　　　

スペイン文化講座
「踊ってみよう！フラメンコ｣

▲

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

6月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数49件（+10）死者数 ０人（－2）負傷者数 58人（+11）

（６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）

税務課からのお知らせ

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

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

の納付月です。

市　県　民　税（普通徴収）
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）

（第2期分）
（第2期分）
（第2期分）
（第2期分）

8月は、 

９月２日（月）口座振替日および納期限

中国の国際交流員から挨拶

高瀬町

高瀬町

高瀬町

高瀬町

高瀬町

高瀬町

真鍋　秀樹

安藤　裕之

前川　正博

篠原　秀美

前川　雅英

近藤　雅晴

高瀬町

山本町

三野町

三野町

豊中町

仁尾町

大森　孝幸

白川　清秀

加賀宇　忠

加藤　　理

橋本　光雄

鈴木　章元

社会福祉協議会へ

☆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。
☆市税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

※　　は健診結果相談会を兼ねています
※高瀬町は場所が変更となっています

最
「

（
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