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　市保育所臨時職員募集
　保育士および看護師を若干名募
集します。それぞれ資格や免許が
必要です。
■問子育て支援課　☎73－3016
26年度善通寺看護学校学生募集

■受10月８日（火）まで
■対義
〔推薦〕高校または中等教育学校卒
業見込みの者で学校長の推薦者

〔社会人〕①高校または中等教育学
校卒業者で２年以上就業者②大
学または短期大学卒業者（見込み
の者）

■試■験■日10月23日（水）
※詳細は下記にお問い
合わせください
■問善通寺看護学校　
☎0877－62－3688
　25年度JICAボランティア

① 青年海外協力隊など
② シニア海外ボランティアなど
■受11月５日（火）まで（消印有効）
■対①満20～39歳②満40～69歳の
日本国籍を持つ人

※詳細は下記ウェブサイトをご覧くだ
さい  http://www.jica.go.jp/
■問 JICA四国　☎087－821－8824
　26年度四国職業能力開発大学校
学生募集（推薦入試）

■受10月７日（月）～19日（土）
■科■目生産技術科、電子情報技術科、
電気エネルギー制御科、住居環
境科

■試■験■日10月27日（日）
■料18,000円
※詳細は下記にお問い合わせくだ
さい
■問四国職業能力開発大学校　
☎0877－24－6255

　
精神保健相談日

【中高年うつ・認知症相談】（要予約）
■時10月7日（月）午前11時～正午
【思春期相談】（要予約）
■時10月21日（月）午後2時～4時
【心の健康相談】（要予約）
■時10月23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10月23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

弁護士の多重債務者無料相談会

■時10月22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10月８日（火）～15日（火）
■申■問福祉課　☎73－3015

ひきこもり親の会（要予約）
■時10月11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

■問県ひきこもり地域支援センター
☎087－804－5115

　大人の発達障がい講演会
■時11月10日（日）
午後１時30分～３時30分

■場三豊市役所西館
■テ大人の発達障がいの特性と関わり
■講香川大学教授　坂井　聡　氏
■問福祉課　☎73－3015
四国学院大学専門学校公開講座
■時11月９日（土）午前10時～正午
■内ゲームで覚えるコミュニケーション
のコツ

■対介護福祉に関心がある人
■受11月８日（金）まで
■申■問四国学院大学専門学校
　　 0120－72－5192
　三豊総合病院10月の健康教室

【食べて治してハッピーライフ】
■時10月11日（金）健康学習
午後2時～3時
10月25日(金 )調理実習
午前10時～正午

【腎臓病教室】
■時10月17日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時10月10日（木）午後6時～7時
※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

　
統合失調症家族教室
■時10月9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
■内施設見学、交流会など
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

　
農家のお母さんの技術を学ぼう
～食べて菜編～
■時10月23日（水）
午前９時～午後１時

■場豊中町保健センター
■内食べて菜の栽培方法・調理実習
など

■料 500円
■数 15人（先着順）
■受 10月11日（金）まで
■持エプロン、三角巾
■申■問農業振興課　☎73－3040
　

無料開放デー
「干支の置物をつくろう !」

粘土工作と入館料が無料になります。
■時10月19日（土）午前9時～午後5時
※粘土工作の受付は午後３時まで
■問宗吉かわらの里展示館
☎56－2301
　

月と金星と秋の星座観察

■時10月13日（日）
午後７時～８時30分

■場山本ふれあい公園
（受付は山本町生涯学習センター
で当日に）

■注雨天時は室内でビデオ学習
■問山本町公民館　☎63－1041

　
香川西部養護学校作品展

■時10月20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
■内小学部から高等部の児童生徒の
作品展示

■問財田町公民館　☎67－0108
四国学院大学一般公開

■時10月19日（土）
午前9時50分～正午

■内大学でのメジャー（専攻）・講義
の体験

■問四国学院大学総合教育研究センター
☎0877－62－2455
　第17回四国矯正展

■時10月12日（土）午前9時30分～午
後4時、13日（日）午前9時30分～
午後3時

■場高松刑務所
■内製品等の展示販売、イベントなど
■問高松矯正管区　
☎087－822－5715　

カウンセリング技法講習会

■時10月21日（月）、28日（月）、11月
5日（火）午後1時10分～5時10分

■場高等技術学校丸亀校
■対在職者
■数 15人
■内産業カウンセラーによる講習およ
び実習

■料 4,000円
■受10月7日（月）まで
■問高等技術学校丸亀校　
☎0877－22－2633

番の州公園で学ぶ緑の勉強会

■時11月10日（日）

午前９時30分～11時45分
■内緑地と植物の役割を樹木医に学ぶ
■数 20人（先着順）
■料 500円
■受10月27日（日）から（FAXで）
■申■問坂出緩衝緑地管理事務所
　☎0877－45－6820
　FAX 0877－43－5213
　　

備讃瀬戸海上交通センター
一般公開

■時10月27日（日）
午前10時～午後３時

■内業務紹介パネル展、屋上開放など
■問備讃瀬戸海上交通センター
☎0877－49－3366

四国研究センター一般公開

■時10月26日（土）
午前9時30分～午後3時
（受付は午後2時30分まで）
■場近畿中国四国農業研究センター内
四国研究センター仙遊地区

■テ未来に羽ばたく四国農業
■内研究成果の展示、実演、試食、
体験コーナーなど

■問四国研究センター
　☎0877－63－8107

第4回みとよサイクルロード宝山湖

【サイクルスポーツ教室】
■時11月３日（日）正午～午後２時
および午後２時30分～４時

■料1,000円（中学生以下無料）
【サイクルロードレース】
■時11月４日（月･振休）
午前９時～午後４時

■料 4,000円（女性および高校生以下
2,500円）

■申■問みとよサイクルロード実行委員会
　☎56－6001

■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

OCTOBER
月のお知らせ10

募集

相談

　

　
珠玉のオペラ　難しくないコンサート

三枝改メ桂 文枝襲名披露公演
 吉見　佳晃  綾野真由美  中島　千春

 

桂 

文
枝

市文書館　平成25年度秋期企画展

■時10月1日（火）～ 11月28日（木）
　市指定有形文化財の熊岡八幡宮所蔵木造獅子頭を
特別公開します。また吉津夫婦獅子舞・家の浦二頭
獅子舞、小笠原流神田夫婦獅子舞・七宝古流本村夫
婦獅子舞などを写真パネルで紹介します。

問い合わせ　文書館　☎63－1010▼

「三豊祭礼今昔物語 vol.2
　　～ 三豊の獅子舞大集合 ～」

※土・日・祝日・10月31日（木）は休館

■時  10月11日（金）午後７時開演　
■料  一般500円　学生100円
■出■演  テノール:吉見佳晃　ピアノ:綾野真由美　
　　　メゾ・ソプラノ:中島千春（賛助出演）

■時  平成26年1月19日（日）午後2時開演（午後1時30分開場）
■料  5，500円【全席指定席】
■出■演  桂 文枝、林家正蔵、大木こだま・ひびき
　　　桂きん枝、桂こけ枝、桂 三金

※10月26日（土）午前10時からマリン
　ウェーブにて先行発売。１人10枚まで。
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相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ

　
市内図書館臨時休館のお知らせ

【詫間町図書館】
■時10月８日（火）～17日(木 )
【高瀬町図書館】
■時10月20日（日）～30日(水 )
【山本町図書館】
■時10月16日（水）～25日(金 )
■問詫間町図書館　☎83－6828
高瀬町図書館　☎72－5631
山本町図書館　☎63－1041

契約・遺言は公正証書で
～10月1日～7日は公証週間です～

　公証役場は争いを未然に防止する
ために、金銭の貸借、離婚に伴う養
育費等の支払いなど各種の契約書
（公正証書）を作成しています。ま
た遺言書は公正証書で作成してお
くと、遺言者の意思を確実に保存
できるうえ、相続や遺贈の手続き
が簡単になります。
■問高松公証役場
☎087－813－3536
丸亀公証役場　
☎0877－23－4734 

　
自動車事故の被害に遭われた人へ
～介護料等支給事業のお知らせ～
　自動車事故により介護を必要とす
る重度の後遺障がい者を抱える家族
の負担の軽減を図るため、介護料を
支給しています。
・介護料支給
常時介護、随時介護などにより、
月額が異なります。
・交通遺児等（育成資金）貸付
　中学生までの交通遺児が対象
■問自動車事故対策機構
☎087－851－6963

　
戦没者の妻の皆さんへ
　特別給付金（記名国債）が継続
支給されます。
■対第22回特別給付金国庫債券「い
号」の受給権を取得し、平成 25
年 4月1日において引き続き公務
扶助料、遺族年金などを受けて
いる戦没者の妻

■受平成28年6月13日まで
■問福祉課　☎73－3015
　くらしのワンポイントアドバイス

～注文していない健康食品～
　一方的に商品を送ると言われても、
注文した覚えがなければきっぱり断
りましょう。また、承諾していない
のに商品を送りつけられた場合、代
金支払いの義務はありません。受け
取る必要もありません。
（事例）
業者「注文を受けた健康
食品が準備できたので代
引きで送る」と電話があった。
消費者「覚えがない」と断る。
業者「注文を受けた時の録音があ
る」「裁判をする」などと脅される。
■問県消費生活センター
☎087－833－0999

河川監視カメラを設置しています
パソコン・スマホ等に映像を配信
　県内主要12 河川の18 箇所にカメ
ラを設置して、5～10 分おきに静止
画像を提供しています。台風シーズ
ンなど河川の増水の恐れがある時
は、避難判断のひとつにお役立てく
ださい。
http://www.pref.kagawa.lg.jp/
kasencamera/

■問県河川砂防課
☎087－832－3544

■時10月27日（日）
午前10時～午後1時

■場豊中町保健センター
■料会員：1,000円　一般：1,500円
■講李霞　氏
■数 50人
（先着順・
　要予約）

■持エプロン
■受10月24日（木）まで

■時10月13日（日）午後４時～６時
■場高瀬町農村環境改善センター
■料こども１人　1,000円
■対３才～小学生（保護者同伴）
■受10月10日（木）まで
■内仮装コンテスト、Trick or
 　Treat！など

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）

 3日(木)
10日(木)
17日(木)
15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

　4日(金)
28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

7日（月）
8日（火）
10日（木）
11日（金）
16日（水）
17日（木）
23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

10:00～12:00
10:00～15:00
13:00～15:00
13:00～15:00
13:00～16:00
10:00～15:00
13:00～15:00
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
詫間福祉センター
仁尾庁舎
高瀬町農村環境改善センター
荘内自然休養村センター

1日(火)

2日(水)

7日(月)
8日(火)

15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）

財田庁舎
豊中庁舎
山本町農村環境改善センター
詫間福祉センター
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

　　2日（水）

9日（水）

15日（火）
16日（水）
21日（月）

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＝注意事項　■申＝申込方法・申込先　■問＝問い合わせ先

15日（火）

7日（月）

8日（火）

23日（水）
24日（木）
25日（金）

月のお知らせ10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

しのはら医院
かもだ内科クリニック
　田中歯科医院
森クリニック
石川医院
　ごうだ歯科医院
池田外科医院
業天医院
小野医院
辻整形外科医院
　おおした歯科医院
細川病院
おざきこどもクリニック
　あらき歯科クリニック
みずた内科
羽崎病院
　よしだ歯科クリニック
岩崎病院
みとよ内科にれクリニック

6日（日）

13日（日）

14日（月）

20日（日）

27日（日）

11月3日（日）

4日（月）

山本町
観音寺市
仁尾町
三野町
観音寺市
観音寺市
豊中町
観音寺市
詫間町
観音寺市
詫間町
詫間町
観音寺市
観音寺市
詫間町
観音寺市
観音寺市
詫間町
観音寺市

56－7222
23－4976
82－4780
72－1567
54－5511
27－8199
62－3151
52－3636
83－8181
57－1100
83－7106
83－2211
24－6789
23－4182
83－7218
25－3382
25－8773
83－6011
25－1117

※　　＝歯科の診療時間は午前9時から正午まで　　　

「チンジャオロース作り教室」

▲

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　·

1
1
1
6

8月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数49件（－4）死者数 0人（－2）負傷者数 59人（－4）

（８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▼

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3期分）
（第4期分）
（第4期分）
（第4期分）

10月は、 

10月31日（木）口座振替日および納期限

ちびっこ英会話ちびっこ英会話
「ハロウィン パーティー」パーティー」

ちびっこ英会話
「ハロウィン パーティー」

社会福祉協議会へ

中 国 食 文 化 講 座

☆納期限内に納めましょう。
☆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
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
三野町保健センター
高瀬町公民館

9：30～11：00

3日（木）
9日（水）
11日（金）
15日（火）
17日（木）
21日（月）
23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

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

3日（木）

8日（火）

16日（水）

18日（金）

21日（月）

22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
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
市民交流センター
高瀬町農村環境改善センター
二ノ宮地区農業構造改善センター

日　程 時　間 場　　所
脳きらり教室 地域包括支援センター　☎73－3017

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

8日(火)
10日(木)
15日(火）
17日（木）
18日（金）
22日（火）
25日（金）

くくくらくらくらくらくらくらららしししししし
～注～注～注～注注注注～注～注注文文文文文

河河河川河川河川河川河川河川河川河川川監監監監監
パソパソパソパソパソパソパソパソココココ

契約契約契約契約契約契約契約契約契約契約・・・
～1～1～1～1～11～1～ 00000月0月0月0月

自動自動自動自動自動自動自動自動動動車車車車車
～介～介～介～介～介～介介介～介介護護護護護護

戦没戦没戦没戦没戦没戦没没戦没戦没戦没戦 者者者
特市内市内市内市内内内市内市内市内市内市 図

ハロウハ「ハロウ
参加者大募集

作 教室」
参加者大募集

　外国人講師
と一緒に欧米
の文化“ハロ
ウィン”を体験
しましょう。

　四川料理の定番、青椒肉絲（チ
ンジャオロース）作りに参加しま
せんか。

三野町

詫間町

財田町

山本町

山本町

山本町

山下　晃一

神原　将弘

伊藤　　修

安藤　幸代

多賀根　浩

岡崎　幸子

〇〇〇パワー
〇〇
〇入
り

〇〇
〇入
り

〇〇
〇入
り
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