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自衛官（特別職国家公務員）募集

■申■問自衛隊観音寺地域事務所
　☎25－6122
　三豊の魅力さがし写真コンテスト

（秋・冬の部）作品募集！！

■テ世界に発信　三豊の魅力
・秋冬のおすすめ美景スポット
 　（海・山・島・花・日の出・夕日など）
・秋冬イベントの情景
・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人市商工会商品券1,000円分

■受平成26年２月24日（月）
■問市観光協会　☎56－9121

精神保健相談日
【中高年うつ・認知症相談】（要予約）
■時11月11日（月）・12月2日（月）
午前11時～正午

【思春期相談】（要予約）
■時11月11日（月）午後２時～４時
【心の健康相談】（要予約）
■時11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

さぬき若者サポート
ステーションの出張相談

■時11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

ひきこもり親の会（要予約）

■時11月8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

不登校・ひきこもり親の集い

■時12月4日（水）午後２時～４時
■場西讃保健福祉事務所
■対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

■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
精神障がい者のための当事者学習会

■時11月５日（火）
午後１時30分～3時30分

■場西讃保健福祉事務所
■テ社会資源について聞いてみよう！
メタボチェック

■問西讃保健福祉事務所☎25－2052
　

弁護士の多重債務者無料相談会

■時11月26日（火）午後１時～３時
■場仁尾庁舎
■数１人30分　４人まで（要予約）
■受11月12日（火）～19日（火）
■申■問福祉課　☎73－3015
土地の筆界に関する相談所

■時11月15日（金）
午前10時～午後５時

■場高松法務局観音寺支局
■受11月12日（火）まで
■申■問高松法務局
☎087－851－6384

　　
かがわーくフェア（秋の就職面接会）

■時11月７日（木）午後１時～４時
■場サンメッセ香川
■内就職面接会
（県内企業120社参加予定）
■問高松商工会議所
☎087－825－3218
　

再就職支援相談会の開催！

■時11月28日（木）
午前10時～午後４時30分

■場高瀬町農村環境改善センター
■内個別相談、キャリアカウンセラー
等による再就職支援相談

■問県労働政策課
☎087－832－3368

三豊総合病院11月の健康教室

【食べて治してハッピーライフ】
健康教室
■時11月８日（金）午後２時～３時
調理実習
■時11月22日（金）午前10時～正午
【腎臓病教室】
■時11月21日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時11月14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
　

香川大学サテライトオフィス三豊
農学部講座（全４回）

■時午後６時～７時30分

■場豊中町農村環境改善センター
■問香川大学　☎087－832－1311

生涯学習講座
「年末年始用寄せ植え教室」
■時12月８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
■料2,000円
■受11月30日（土）まで
■申■問山本町公民館　☎63－1041
「呼吸器疾患」市民公開講座
■時11月16日（土）午後２時～４時
■場市民交流センター
■内喘息をテーマとした呼吸器疾患
（要予約）
■申■問市民公開講座事務局　
　　 0120－460－005
 （9:00～17:00・土日祝除く）

 　関節リウマチ講演会
■時11月21日（木）午後２時～４時
■場丸亀市保健福祉センター
■テ考え方を変えると生活が変わる
■講宇多津クリニック　倉田 徹  氏
■問 RＡほのぼの会（松田）
☎0877－22－2582

高専詫間キャンパス公開講座
はじめて体験するプログラム
■時 11月10日（日）午後１時～５時
■数 10人（先着順）
■対小学校高学年～中学生
ドキドキッ！！ゲーム機をつくろう！！
■時 11月17日（日）午後１時～５時

■数 15人（先着順）
■対小学４年生～中学生
■問香川高等専門学校詫間キャンパス
☎83－8507

　香川女性写真展

■時 11月24日（日）まで（月曜休館）
午前9時30分～午後5時

■場財田町公民館
■内写真を楽しむ女性対象の公募展
「香川女性写真展」の入賞・入選
作品25点

■問財田町公民館　☎67－0108
　マリンウェーブフェスタ

■時11月10日（日）
午前10時～午後4時30分

■場マリンウェーブ周辺とボードウォ
ーク

■内シーサイドマルシェ、すくすくド
リームフェスタ、わくわくステー
ジが合体した地元ワンダーランド
「みんなでつくる学園祭！」
■問三豊健康づくり財団　☎56－5133
　「Enjoy Brass in みとよ♪」 

吹奏楽演奏会

■時 11月４日（月・振）午後1時 30分～
■場マリンウエーブ
■内高瀬・豊中・詫間・仁尾中学校、
高瀬・笠田高校、香川高専詫間
キャンパス吹奏楽部の演奏会

■問高瀬中学校　☎72－3161
　

女性の人権ホットライン
相談電話番号0570－070－810

■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

NOVEMBER
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募集

相談

　 　

　　オカリナ　と　　 歌
Ocarina &Vocal

宝くじの助成金で整備
　　　　　　　宝くじの助成金を受けて、詫
　　　　　　間町の生里自治会は獅子油単と
平太鼓を、高瀬町の樫谷自治会は、獅子油
単、獅子頭、太鼓の他、獅子舞道具を整備し
ました。

みとよ歴史講座
■時①11月20日（水）および ②12月4日（水）
　午前10時～11時30分　■場宗吉かわらの里展示館
■講宮田克成 市文書館専門員　■数 25人（申込順）
■テ大正時代の三豊  ①大正天皇即位大嘗祭から
　　　　　　　②陸軍特別大演習から
■申■問宗吉かわらの里展示館　☎56－2301

瀬戸内国際芸術祭2013
　　粟島クロージングイベント

好評発売中！

三枝改メ六代 桂 文枝襲名披露公演

 

桂 

文
枝

■時  平成26年1月19日（日）
■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

区分 資格受付期限

 一般
26年
１月10日（金）

 推薦
12月6日（金）

陸上自衛隊
高等工科
学校生徒

男子で中学
卒業（見込含）
17歳未満
の者

午後２時開演

■時  11月29日（金）午後７時開演　
■料  一般500円　学生100円
　  ※当日ロビーにて
■出■演  jam（ピアノ・ヴォーカル：Naoko　オカリナ・コーラス：Miho
　ベース：Toshi）

〈生里自治会〉〈樫谷自治会〉

11月７日㈭

11月14日㈭

11月28日㈭

12月12日㈭

日 時 演　　題
動物生産学における
イノベーション

酒米の話

農業と気象の話

日本のTPP参加と農政
改革の方向について

※講師はすべて農学部教授

問い合わせ　総務課　☎73－3000▼ 問い合わせ　産業政策課　☎73－3013▼

■時 11月２日（土）午前10時～
■場粟島神社

・納射式

■時 11月２日（土）・３日（日）・４日（月・振）
　午後５時頃
■場粟島港

・粟島島民によるテープお見送り
・詫間吹奏楽団によるお見送り演奏（雨天の場合は、演奏中止）

■時 11月４日（月・振）午後４時30分～５時
■場粟島港
　（雨天の場合は、粟島開発総合センター２階大会議室）

・瀬戸内国際芸術祭2013
　粟島閉会式 兼 粟島芸術家村退村式
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相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ

参加者
募集

参加者
募集

仁尾町図書館古本リサイクル市

■時11月2日（土）午前10時～午後3時
■場仁尾町文化会館
■問仁尾町図書館　☎56－9565
みとよ図書館フェスタ

■時12月１日（日）午前10時～午後3時
■場ゆめタウン三豊
■内おはなし会、工作、市内図書館
の紹介など

■問高瀬町図書館　☎72－5631
　

文化祭ご案内

■時■場

■内講座生や子どもたちの作品展示・
バザーほか

■問ふれあいプラザにお ☎82－2607
上高野文化センター ☎62-2377
上高野児童館 ☎62-5463
たかせ人権福祉センター ☎72-2501
前田児童館 ☎72-5594

県立聾学校学校開放行事

■時11月23日（土）
午前8時40分～12時30分

■場県立聾学校
■問県立聾学校
☎087－865－4492

みとよカップリングパーティー　
～ まち恋 第十章 ～
■時12月８日（日）（雨天決行）
午後１時～５時

■場仁尾マリーナ
■料男性3,000円、女性2,000円（予定）
■対市内在住または市内に勤務する
独身男女（20～40歳）

■数男女それぞれ20人
（応募多数の場合は抽選）
■受11月８日（金）まで（必着のこと）
■申申し込み用紙または電話で事務
局まで
※身分証明書が必要

■申■問まち恋実行委員会
　　080－3164－2689

　
全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間

■時11月18日（月）～24日（日）
午前8時30分～午後7時
（土日は午前10時～午後5時まで）
■内人権擁護委員および高松法務局
職員による相談
女性の人権ホットライン女性の人権ホットライン
相談電話番号相談電話番号05700570－070070－81810

■問高松法務局　☎087－815－5311
市内図書館臨時休館
財田町公民館図書室
■時11月１日（金）～10日（日）
■問財田町公民館図書室　☎67－0108
三野町図書館
■時11月19日（火）～29日（金）
■問三野町図書館　☎73－3121

■時11月17日（日）
午前10時～
　11時30分

■場三豊市役所西館
■料会員：300円 　一般：500円
■講カイタル・イリーナ さん
■数 30人（先着順）
■受11月14日（木）まで

　「東欧のパリ」とも呼ばれるほど
美しい自然に恵まれ、多くの世界
遺産をもつ国、ルーマニア。東欧
のお茶やお菓子を楽しみながら、
ルーマニア出身の講師
が、流ちょうな日本語
でご紹介します！

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）

 7日（木）
21日（木）
12月5日（木）
11月19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
山本町保健センター
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
三野町保健センター
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
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

8日（金）
11日（月）
12日（火）
14日（木）
20日（水）
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

10:00～12:00
10:00～15:00
13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～16:00
10:00～15:00

財田庁舎
豊中町保健センター
三野町社会福祉センター
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

5日(火)

6日(水)

11日（月）

12日（火）
15日（金）

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）

20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

11日（月）

7日（木）

12日（火）

20日（水）
21日（木）
22日（金）

月のお知らせ11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

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
みやしたファミリークリニック
小林整形外科医院
　かもだ歯科医院
藤田脳神経外科医院
渡辺ハートクリニック内科
　篠丸歯科医院
安藤内科医院
クニタクリニック
そがわ医院
香川井下病院
　はまだ歯科・矯正クリニック
橋本病院
松井病院
　曽川歯科医院

3日（日）

4日（月）

10日（日）

17日（日）

23日（土）

24日（日）

12月1日（日）

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

83－7218
25－3382
25－8773
83－6011
25－1117
73－4976
25－7311
23－3020
72－1135
23－2022
72－3788
72－5018
25－1577
62－2357
52－2215
62－3500
63－3311
23－2111
62－2002

※　　＝歯科の診療時間は午前9時から正午まで　　　

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市国際交流協会　☎56－5121

9月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数49件（０）死者数 １人（＋1）負傷者数 52人（－7）

（９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。

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5期分）

（第5期分）

（第5期分）

11月は、 

12月2日（月）口座振替日および納期限

「神秘の国 ルーマニア 」

「青空キムチ作り教室」

社会福祉協議会へ

　韓国では、寒くなるこの季節にキ
ムチを漬けます。韓国出身の講師と
一緒に本場のキムチ作
りに挑戦しませんか？

■時12月７日（土）
午前10時～午後１時

■場豊中町保健センター
■数 50名（先着順・要予約）
■講崔榮晋 市国際交流員
■料一般1,500円　会員1,000円
■持エプロン、 タッパー
■受 12月４日（水）まで

チェヨンジン

国 際 理 解 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
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

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
13:30～15:00
10:00～11:30

7日（木）

11日（月）

12日（火）
15日（金）

20日（水）

26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
三野町保健センター
マリンウェーブ
荘内自然休養村センター
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
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
三野町保健センター
山本町保健センター
仁尾町文化会館

13:30～15:00

12日（火）
13日（水）
15日（金）
19日（火）
21日（木）
22日（金）
26日（火）

高瀬町

山本町

山本町

山本町

三野町

永野圭一朗

豊田　健二

中川　照子

高橋　和弘

藤田ヨシ子

豊中町

仁尾町

財田町

財田町

惣 官 寺

浪越　武雄

大 西 　 豪

矢野　利秋

「
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

11月10日（日）
午前９時～
午後１時30分

ふれあいプラザにお

11月16日（土）
午前９時～
　　午後２時

上高野文化センター
上高野児童館

たかせ人権福祉センター
前田児童館

12月７日（土）
午前９時～
　　午後２時

日　時 場　　所
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