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三豊市ものづくり大賞募集
　ものづくりを通して、産業振興に
功績のあった企業と個人を表彰しま
す。地域の活性化に積極的に取り組
んでいる皆さん、ご応募ください！
■対優れた技術や新製品など、地域
経済の発展に寄与している企業
や個人

■応■募■方■法応募用紙に記入し、郵送
またはメールで（応募用紙は市ホー
ムページからダウンロードできます）

■受12月27日（金）まで
■申■問〒767-8585　三豊市高瀬町
下勝間2373番地1
産業政策課　☎73－3013
Eメール
sangyou@city.mitoyo.kagawa.jp

26年度四国学院大学専門学校
学生募集

■受12月9日（月）まで
■科■目介護福祉士養成2年課程
■料20,000円
■試■験■日12月14日（土）
※詳細は下記にお問い合わせください
■問四国学院大学専門学校
☎72－5192
　

第2回「わたしの焼き物お宝展」
展示作品募集

■受12月3日（火）～15日（日）
■募■集■作■品焼き物のみ（展示スペース
に限りがあります）

■応■募■方■法展示館に直接持ち込み

※展示期間１月７日（火）～19日（日）
　終了後も直接引き取りに来てくだ
　さい
■申■問宗吉かわらの里展示館
　☎56－2301

県営住宅入居者募集

■募■集■月6月・9月・12月・3月（受付
　　は各月1日～10日頃）

■対次の①～⑤全てに該当する人
①住宅に困窮している人
②同居親族または同居をしよう
　とする親族がいる人
③収入が所定の基準に該当して 
　いる人
④県税などの滞納がない人
⑤暴力団員でない人

■問県建築設計協同組合
☎087－832－3587

精神保健相談日
【中高年うつ・認知症相談】（要予約）
■時12月2日（月）午前11時～正午
【思春期相談】（要予約）
■時12月9日（月）午後2時～4時
【心の健康相談】（要予約）
■時12月25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12月25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12月24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12月10日（火）～17日（火）
■申■問福祉課　☎73－3015

ひきこもり親の会 （要予約）

■時12月13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など

■問西讃保健福祉事務所☎25－2052

　　
統合失調症家族教室
■時12月11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
■内当事者の話を聞く、交流会など
■問西讃保健福祉事務所
☎25－2052

三豊総合病院12月の健康教室
【食べて治してハッピーライフ】
■時12月13日（金）健康学習
午後2時～3時
12月20日（金）調理実習
午前10時～正午

【腎臓病教室】
■時12月19日（木）
午前10時30分～正午

【夜間糖尿病教室】
■時12月12日（木）午後6時～7時
【男の調理実習】
■時12月4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

　
カタリ場

■時12月12日（木）
午後1時30分～3時30分

■場三豊市役所西館
■内クリスマス会を通した障がい者と
地域の交流

■受12月5日（木）まで
■申■問福祉課　☎73－3015
　

観音寺・三豊おさかな市2013

■時12月8日（日）
午前8時30分～午後2時

■場伊吹漁協煮干集出荷場
■内水産加工品の実演販売、農産物

販売、おさかなつかみ取り、抽
選会など

■問三豊郡漁業組合連合会
☎25－3963

親子料理教室
■時12月14 日（土）午前9時～正午
■場笠田高等学校
■内クリスマスのお菓子
■料１組500円
■対市内在住の小学生の親子８組（先
着順）

■持エプロン、タオル
■申■問笠田高等学校　☎62－3345
　

干支の張子絵付け体験
■時12月15日（日）午前10時～正午
■場宗吉かわらの里展示館
■数 12人（先着順）
■料1,500円（材料費）
■内白い状態の張子（ウマ）に絵付け
をする

■申■問宗吉かわらの里展示館
　☎56－2301

 　
手作り味噌を
　つくりませんか

※できるだけ3日間ご参加ください。
　１月下旬に高瀬町でも予定してい
ます
■内
1日目：こうじの菌付け（半日）
2日目：こうじ手入れ、大豆を煮る
　　（半日）

3日目：出麹、味噌くり（全日）
■料1,000円（材料費）
■数各場所５人程度（先着順）

■受山本は12月９日（月）、詫間は１月
７日（火）まで

■対農産加工に興味のある人、味噌
づくりの全工程を習得したい人

■持エプロン、三角布
■申■問農業振興課　☎73－3040
大人のためのおはなし会

■時 12月6日（金）　
午後1時30分～2時30分

■場仁尾町文化会館
■内げんきのきによる大人のための
読み聞かせや手話ソングなど

■問仁尾町図書館　☎56－9565
　

仁尾町図書館　冬休み上映会

■時12月26日（木）
午後1時30分～2時30分

■場仁尾町文化会館
■内すてきなコンサート、ピノキオ、
みにくいアヒルの子など

■数 250人
■問仁尾町図書館　☎56－9565
　

クリスマス映写会

■時12月23日（月・祝）午後2時～
■場財田町公民館
■内見習い警察犬の物語「きな子」
■料100円
■問財田町公民館　☎67－0108

　正月用寄植え実習

■時 12月15日（日）
午前 9時 30分～11時 45分

■場番の州公園管理事務所
■数 15人 （先着順）
■内寄植えと園芸相談など
■料 3,000円（材料費）
■受12月9日（月）まで
■申■問坂出緩衝緑地管理事務所
　☎0877－45－6820

■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

DECEMBER
月のお知らせ12

募集

相談

　

　

映画
「それいけ！アンパンマン
　とばせ！希望のハンカチ」

山本地区の新小学校の 「校歌の歌詞」 募集
　山本地区学校再編整備統合準備会・総務部会で
は、平成28年4月に開校する小学校の校歌の歌詞
を募集します。
　　　　山本町内在住者、山本町外在住の辻・河
内・大野・神田小学校の卒業生、山本町内の小学
校に勤務している学校関係職員
　　　　　　山本支所および教育総務課にありま
す（裏面が応募用紙）。また、市ホームページか
らもダウンロードできます。
【応募方法】郵送・ＦＡＸ・メール・持参
【応募期間】　平成26年1月24日（金）<必着>

さぬき映画祭2014

問い合わせ　教育総務課　☎62－1110▼

12月10日（火）
　　～12日（木）

山本町財田大野農業
構造改善センター

1月８日（水）
　　～10日（金）詫間福祉センター

日程 場所

■時  平成26年1月5日（日）
　　①10：30　②13：30　

■料  小人（3歳以上中学生まで）：700円　
　　一般：1,000円　親子ペア：1,500円

■時  平成26年2月15日（土）開催決定

対象

応募要領

応募方法
応募期間

チケット
　好評販売中！
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相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ

　
　
受けていますか ! 浄化槽の法定検査
　浄化槽法では、浄化槽管理者は
毎年1回、指定検査機関の県浄化槽
協会による、水質に関する法定検査
（浄化槽法第11条の検査）を受けな
ければならないことになっています。
　良好な水環境の保全のため、法
定検査を受検するようお願いします。
■問県浄化槽協会
☎087－881－6600
　超高速ブロードバンド（光ファイ

バー）の整備のお知らせ
　市内の超高速ブロードバンドサー
ビス未提供エリアで光ファイバー網
の整備を進めています。回線接続工
事等でご迷惑をお掛けしますが、ご
理解・ご協力をお願いします。

■問企画財政課　☎73－3010
平成25年工業統計調査を実施し
ます
　工業統計調査は、日本における工
業の実態を明らかにすることを目的
とした政府の重要な調査で統計法に
基づく報告義務のある基幹統計調査
です。
　従業者4人以上の全ての製造事業

所を対象に、12月31日現在で実施し
ます。
　調査の結果は中小企業施策や地
域振興など、国および地域行政施策
のための基礎資料として利活用され
ます。
　調査票にご記入いただいた内容
は、統計作成の目的以外に使用する
ことは絶対にありませんので、調査
の趣旨・必要性をご理解いただき、
ご回答をよろしくお願いします。
■問企画財政課　☎73－3010
　

ふるさとの便りをあなたへ
広報みとよを郵送しませんか
　三豊市を離れて暮らす家族や友人
に、ふるさとの便りを届けませんか。
■郵■送■■期■間平成26年1月号～12月号
■料140円切手12枚
■申■し■込■■み■方■法「申込者の氏名・郵便
番号・住所・電話番号」と「送付
先の氏名・郵便番号・住所」を
記入し、12月20日（金）までに
切手を添えてお申し込みください。

■申■問〒767-8585　三豊市高瀬町下
勝間2373－1
三豊市役所総務部秘書課
☎73－3001

市長杯大会結果　　　
　　　　　（敬称略）
【第８回グラウンド･
ゴルフ親睦大会】

■男■子■■の■部
優　勝　　川西　啓喜（高瀬町）
準優勝　　岩倉　敏夫（山本町）
第３位　　本田　　力（仁尾町）

■女■子■■の■部
優　勝　　宮崎千鶴子（山本町）

準優勝　　大杉　和子（豊中町）
第３位　　大森　道子（高瀬町）

【第８回市高等学校硬式野球交流大会】 
　優　勝　　高瀬高校
　準優勝　　香川西高校
■問生涯学習課　☎62－1113

■時12月15日（日）
午後6時30分～8時30分

■場マリンウェーブ
■料一般3,500円（年会費込）、
会員2,500円、中・高生1,500円、
小学生以下500円

■数 200人（要予約、先着順）
■受12月12日（木）まで
■内バイキング料理、外国人との交流
会、クリスマスコンサートなど

　国際交流協会の会員
になってさまざまな国
の外国人と交流しませ
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）

 5日(木)
19日(木)
17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　

6日(金)
16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

2日（月）
10日（火）
12日（木）
13日（金）
18日（水）
19日（木）
25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

3日（火）

4日（水）

9日（月）

10日（火）
16日（月）

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）

財田庁舎
豊中庁舎
仁尾庁舎
詫間福祉センター
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

　　4日（水）

5日（木）
9日（月）
18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

16日（月）

9日（月）

10日（火）

24日（火）
25日（水）
26日（木）

月のお知らせ12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

橋本病院
松井病院
　曽川歯科医院
森川整形外科病院
高室医院
　中島歯科医院
大西医院
西山整形外科医院
　小林歯科医院
藤川医院
宮崎内科医院
　豊永歯科クリニック
永野内科医院
国土外科医院
平林医院
今滝医院
　森川歯科医院
池田外科医院
渡辺ハートクリニック内科

１日（日）

8日（日）

15日（日）

22日（日）

23日（月）

29日（日）

31日（火）

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

63－3311
23－2111
62－2002
72－5661
25－8311
25－3069
63－2081
25－0107
83－6333
74－7977
25－1280
25－9664
74－6018
25－0290
83－2221
27－6218
63－2968
62－3151
23－2022

※　　＝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

10月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数50件（+1）死者数 0人（－1）負傷者数 61人（+9）

（10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。

固 定 資 産 税
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6期分）
（第6期分）
（第6期分）

12月は、 

12月25日（水）口座振替日および納期限

外国人とのクリスマス
交流会 参加者大募集

「外国語講座1月期」受講生募集!

社会福祉協議会へ

■言■語英語、韓国語、中国語
■ク■ラ■ス入門～中級
■時１月～３月
（各クラスとも全10回）
■開■催■日月～金曜日
■料一般14,000円、会員13,000円

☆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
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

5日（木）
11日（水）
13日（金）
16日（月）
17日（火）
19日（木）
25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
13:30～15:00
10:00～11:30
10:00～11:30

5日（木）

9日（月）

10日（火）

18日（水）

20日（金）
24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

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

10日(火)
11日(水)
17日(火）
19日（木）
20日（金）
25日（水）
27日（金）

山本町

山本町

三野町

三野町

三野町

細川　浩二

森　　良慥

綾　　秀行

嶋田　英司

前川　春雄

豊中町

豊中町

詫間町

財田町

関　　忠彦

筒井　康太

真鍋　和行

近井　正士

「
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

山本中継局

麻二宮中継局

財田中継局

仁尾中継局

荘内中継局

平成26年1月末

平成26年2月上旬

平成26年2月中旬

平成26年2月下旬

平成26年3月中旬

提供地域 サービス提供開始時期
（予定）

■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。
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