
マリンウェーブ　☎56－5111マリンウェーブ情報

　市シルバー人材センター
臨時職員募集

■数 1人（事務職）
■勤■務■地詫間町
■対詫間町または仁尾町内に在住で
昭和29年4月1日以降に生まれた人

■受 2月3日（月）～14日（金）
■提■出■書■類募集申込書、免許証の写し
■申■問市シルバー人材センター
　☎63－1244

精神保健相談日

【中高年うつ・認知症相談】（要予約）
■時 2月3日（月）、3月3日（月）
午前11時～正午

【思春期相談】（要予約）
■時 2月10日（月）午後2時～4時
【心の健康相談】（要予約）
■時 2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

　
さぬき若者サポート
ステーションの出張相談

■時 2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

弁護士の多重債務者無料相談会

■時 2月25日（火）午後1時～3時
■場高瀬町社会福祉センター
■数１人30分　４人まで（要予約）
■受 2月10日（月）～18日（火）
■申■問福祉課　☎73－3015
　ひきこもり親の会 （要予約）

■時 2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　

土地の筆界（境界）に関する相談所

■時 2月20日（木）
午前10時～午後5時

■場高松法務局観音寺支局
■受 2月3日（月）～17日（月）
■申■問高松法務局☎087-851-6384

市男女共同参画セミナー
■時 2月19日（水）

午後1時30分～3時
■場市民交流センター
■内本当の男女共同参画とは
～経済力は必要よ!～

■講香川経済同友会副代表幹事　
竹内麗子氏

■問企画財政課　☎73－3010
　　
市民運動講座

■時 2月22日（土）
午後1時～2時30分

■場市民交流センター
■対おおむね40歳以上の市民
■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

■講健康運動指導士　阿部純也氏
■数 80人（先着順）
■受 2月3日（月）から
■持飲み物、タオル、ヨガマットなど
■申■問健康課　☎73－3014
　人権講演会

「まちと人・そのつながりを育てる
　営み　～考動からの出発～」

■時 2月28日（金）
午後1時30分～3時

■場高瀬町農村環境改善センター
■講全国隣保館連絡協議会
会長　川﨑正明氏　

■問人権課　☎73－3008　
高瀬町公民館　☎72－5339　
三野町公民館　☎73－3114

統合失調症家族教室
■時 2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
■内家族の接し方、交流会など
■問西讃保健福祉事務所
☎25－2052
　消費者行政活性化事業講演会

■時 3月1日（土）
午後1時30分～

■場マリンウェーブ
■講 TBSアナウンサー　吉川美代子氏
※入場整理券が必要

■問産業政策課　☎73－3013
　

三豊総合病院２月の健康教室
【健康フェア】
■時 3月8日（土）午前9時～12時30分

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

【腎臓病教室】
■時 2月20日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時 2月13日(木）午後6時～7時
【男の調理実習】
■時 2月5日(水）
午前9時30分～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
　　

「耳の日」記念講演会
■時 3月2日（日）午後1時30分～4時
■場市民交流センター
■内①難聴のはなし　香川大学耳鼻咽
喉科教授　森望氏
②補聴器の上手な買い方・使い方
香川大学耳鼻咽喉科助教　宮下
武憲氏

■問県障害福祉相談所　
☎087－867－2696
　

犬と仲良く
　　暮らそう教室

■時 3月2日（日）
午後1時30分～3時30分

■場中讃保健福祉事務所（丸亀市）
■内犬の飼い方のルール、基本的な
しつけ方、お手入れ方法など

■対犬を飼い始めた人、飼う予定の人
■数 30人程度（先着順）
■受 2月10日（月）～20日（木）
■注当日、愛犬は同伴できません
■問西讃保健所　☎25－4383
　

かがわーくフェア（春の就職面接会）

■時 2月6日（木）午後1時～4時
■場サンメッセ香川
■対県内で就職を希望する人
■内就職面接会および企業説明会
■問県労働政策課　
☎087－832－3368

　
26年度 「かがわ長寿大学」
受講者募集

■時 26年4月～28年3月（2年制）
午前10時30分～午後2時30分

■場中、西讃の4会場を巡回
■内高齢者の仲間づくりや知識、教
養を身につけながら生きがいを
つくる

■対県内在住の60歳以上の人で、過
去に受講したことがない人

■数 100人
■料25,000円（1年間）
■申■問かがわ健康福祉機構
　☎087－863－0222

　革の教室

■時 2月27日（木）午後1時30分～3時
■場仁尾町文化会館
■内革で作るキーケース
■数 10人（先着順）
■料1,000円
■申■問仁尾町公民館　☎56－9565
オリジナルしおりを作ろう!
■時 2月21日（金）
午後1時30分～3時30分

■場仁尾町文化会館
■数 10人（先着順）
■受 2月7日（金）～14日（金）
■申■問仁尾町図書館　☎56－9565
　

第8回市長杯小学校対抗ソフト
バレーボール大会
■時 2月23日（日）
午前9時開会

■場市総合体育館
■対市内小学校児童１チーム４人以上
■種■目１･２年生の部
　３･４年生の部
　５･６年生の部

■受 2月12日（水）まで
■申生涯学習課　FAX62－1174
■問市スポーツ少年団バレーボール協会
梶　 090－8988－0354

■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

FEBRUARY
月のお知らせ2

相談

　
　

Special Night “JAZZ”
■時  2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）　
■出■演  ヴォーカル：金丸正城　ピアノ：松岡里佳　ベース：古西ただあき

■作■品  
一般作品「男はつらいよ　寅次郎の縁談」 （500円）
さぬき映画祭2014優秀企画上映作品（無料）
「夏を越える少年たち」「リズミカルに戦う」

チェコ・フィル　ストリング・カルテット

さぬき映画祭
2014

■時  2月15日（土）

チケット
　好評販売中！

■時  3月4日（火）午後7時開演　
■料  指定管理開始特別料金　
　　一般：3,500円　高校生以下：2,000円【全席指定】
　※未就学児の入場はご遠慮ください

『太平洋戦争と三豊』体験談集  増刷販売のお知らせ

問い合わせ　生涯学習課　☎62－1113▼

　ご好評いただいた体験談集を増刷し、販売して
います。
■価■格 1冊2,000円
　　　（Ａ5判458ページ）
■販■売■■場■所
　　　生涯学習課（豊中庁舎4階）
　　　市内各公民館

募集

）初心者・　経験者の部

金丸 正城 松岡 里佳 古西ただあき
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第12回讃岐うどん
つるつるツーデーウォーク

■時 4月5日（土）、6日（日）
■場 JR坂出駅前市民広場
■対健康で歩ける人
■料一般1,800円（当日2,200円）
中高生1,000円（当日1,200円）
小学生以下無料（保護者同伴）

■受 3月8日（土）までに申し込めば、
記念品あり

■申■問ツーデーウォーク実行委員会
　☎0877－45－4401

高専女子フォーラム in 四国

■時 3月21日（金・祝）
12時30分～午後4時

■場アルファーあなぶきホール
■受 2月14日（金）まで
■申■問香川高等専門学校詫間キャン
　パス　☎83－8506

　
日本一名誉賞表彰式
　各分野で日本一になった人を表彰
します。
■時 2月22日（土）午後1時～
■場マリンウェーブ
※午後1時30分から同会場で介護予
　防講演会が開催されます。講演
　会については入場整理券が必要です
■問秘書課　☎73－3001
 
市長杯大会結果
【第8回バレーボール大会】
■男■子■■39■■歳■以■下■の■部
優　勝　高瀬クラブ

準優勝　詫間体協バレー
第３位　豊中クラブ

■男■子■■40■■歳■以■上■の■部
優　勝　三野体協
準優勝　高瀬体協
第３位　仁尾体協

■一■般■■女■■子■の■■部
優　勝　高瀬体協
準優勝　詫間体協
第３位　豊中体協

【第８回ソフトボール大会】 
　優　勝　サイレント(山本町）
準優勝　フレンズ(高瀬町）
第３位　上高野体協 (豊中町）

■問生涯学習課　☎62－1113
　若者定住促進・
地域経済活性化事業
補助金のお知らせ
　若者の定住や地域経済の活性化
を目的に、40歳未満の若者世帯の
住宅取得に対して補助金を交付して
います。対象になる人は、忘れずに
申請してください。
※補助金には各種要件があります
■受 2月28日（金）まで
■問田園都市推進課　☎73－3011
国の教育ローンのお知らせ
　高校、大学等への入学時・在学中
にかかる費用を対象とした公的な融
資制度です。子ども1人につき、
300万円以内を固定金利で利用で
き、在学期間内は利息のみ返済する
ことができます。
■問教育ローンコールセンター
☎0570－008656（ナビダイヤル）

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)
20日(木)
18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

7日(金)
24日(月)

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
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）
13日（木）
14日（金）
18日（火）
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

■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＝問い合わせ先月のお知らせ22月の保健・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

多田医院
小山医院
　高田歯科医院
今川内科医院
クニタクリニック
　まなべ歯科医院
池田外科医院
三野小児科医院
嶋田内科医院
辻整形外科医院
　クロダ歯科医院
細川病院
森内科医院
　うすき歯科医院
森クリニック
石川医院
　クロダ歯科医院

2日（日）

9日（日）

11日（火）

　
16日（日）

23日（日）

3月2日（日）

詫間町
観音寺市
観音寺市
豊中町
観音寺市
豊中町
豊中町
観音寺市
三野町
観音寺市
観音寺市
詫間町
観音寺市
観音寺市
三野町
観音寺市
観音寺市

83－2121
25－2354
25－3308
62－2052
25－1577
62－6480
62－3151
25－7788
73－5178
57－1100
25－8348
83－2211
25－7363
52－6150
72－1567
54－5511
25－8348

※　　＝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

12月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数50件（２）死者数 0人（0）負傷者数63人（７）

（12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▼

2月は、 

2月28日（金）口座振替日および納期限

友好都市・韓国陜川郡
　「さくらマラソン大会」
　　　　　市民ランナー募集!

外国人のための
　｢日本語講座｣
　　　受講生募集

■時 4月5日（土）～8日（火）
■日■程三豊市→陜川郡→マラソン大
　会→交流プログラム→韓国国
　内見学→三豊市

■コ■ー■ス 5km、10km、ハーフ、フル
■対18歳以上の健康な人　
■数 30人程度
■料約８万円（保険料等別途）
■受 2月28日（金）まで

■時 3月30日までの
毎週日曜日
午後2時～4時

■場高瀬町公民館　
■対市内および周辺に住む外国人

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

6日（木）
12日（水）
14日（金）
17日（月）
18日（火）
20日（木）
26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

6日（木）

10日（月）

18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

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

4日(火)
5日(水)
18日(火）
20日（木）
21日（金）
25日（火）
28日（金）

「
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

※　　は、管理栄養士による栄養相談あり（要予約）

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4期分）
（第8期分）
（第8期分）
（第8期分）

☆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。

■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。

相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ
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

4日(火)

5日(水)

10日(月)

11日(火)
14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  

三豊市役所西館
※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
高瀬町農村環境改善センター
山本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

　　5日（水）

10日（月）

12日（水）

19日（水）
20日（木）

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

17日（月）

7日（金）

12日（水）

19日（水）
20日（木）
21日（金）

社会福祉協議会へ

山本町

東京都

岩倉　道夫

金丸　浩之

詫間町安藤　誠基

上高瀬小学校児童会　高瀬町

前田児童館　高瀬町

ふれあいパークみの　三野町

ハプチョン
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