
マリンウェーブ　☎56－5111マリンウェーブ情報

　自衛官（特別職国家公務員）募集

　
■問自衛隊観音寺地域事務所
☎25－6122

初心者対象「絵画教室」
参加者募集

■時 3月23日（日）
午後1時30分～3時30分

■場財田町公民館
■内現代アートのさまざまな表現を体験
■講美術作家　井内宏美氏
■数 20人
■申■問財田町公民館　☎67－0108
レクリエーション農園　利用者募集
■場詫間町松崎に１区画　
※応募多数の場合は抽選

■対詫間町在住で野菜作りに興味のあ
る人、継続して農園利用できる人

■受 3月3日（月）～12日（水）
■注詳しい内容は必ず受付期間前に
確認してから申し込みください

■申■問農業振興課　☎73－3040
県営住宅入居者募集

■募■集■月 6月、9月、12月、3月
■受各月１日～10日頃

■対次のすべてに該当する人
①住宅に困窮している②同居親
族、または同居しようとする親
族がいる③収入が所定の基準に
該当している④税金の滞納がな
い⑤暴力団員でない

■問県建築設計協同組合
☎087－832－3587

三豊の魅力さがし写真コンテスト
春の部作品募集
三豊の観光ＰＲにもってこいの写真
を募集します
■テ世界に発信　三豊の魅力
○春のおすすめ美景スポット
（花、海、山、田園、島など）
○春のイベントの情景や歴史ある名
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　　市商品券1,000円分

■受 5月26日（月）まで
■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３月3日（月）午前11時～正午
【思春期相談】（要予約）
■時３月10日（月）午後2時～4時
【心の健康相談】（要予約）
■時３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

　弁護士の多重債務者無料相談会

■時３月25日（火）午後1時～3時
■場詫間福祉センター
■数１人30分　４人まで（要予約）
■受 3月11日（火）～18日（火）
■申■問福祉課　☎73－3015
　

ひきこもり親の会 （要予約）

■時３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　

不登校・ひきこもり親の集い

■時 3月5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
　

不動産鑑定無料相談会

■時 4月4日（金）午前10時～午後4時
■場県庁、丸亀市役所
■内土地、建物の価格や取引など
■問県不動産鑑定士協会
☎087－822－8785

さぬき若者サポート
ステーションの出張相談

■時 3月26日（水）午前10時～午後4時
■場豊中町保健センター

■内就職支援相談・キャリアカウンセ
リング

■対 15歳からおおむね39歳までの人
またはその家族

■問さぬき若者サポートステーション
☎0877－58－1080

ナースバンク・サテライト相談

■時 3月27日（木）午前10時～午後4時
■場観音寺公共職業安定所
■内就業相談、無料職業あっせん
■対就職先を探している看護職、雇
用を考えている施設など

■問県ナースセンター
☎087－864－9075

住まいづくり講座
「木と、木の家の実力と魅力」

■時 3月11日（火）
午後1時30分～3時30分

■場県立文書館
■対木造住宅に興味のある人
■数 70人（先着順）
■申前日までに電話またはＦＡＸで
住所・氏名・電話番号を連絡

■問県住宅課　 ☎087－832－3584
　　　　　FAX087－806－0239
　精神障がい者のための当事者学習会

■時 3月4日（火）
午後1時30分～3時30分

■場西讃保健福祉事務所
■内 1年間の振り返り
■問西讃保健福祉事務所
☎25－2052

三豊総合病院3月の健康教室
【食べて治してハッピーライフ】
■時 3月14日（金）健康学習
午後2時～3時
3月28日（金）調理実習
午前10時～正午

【腎臓病教室】
■時 3月20日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時 3月13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

　　文書館　講演会
「使ってみよう！文書館
　～市民と歩む三豊市文書館～」
■時 3月29日（土）午後1時30分～
■場山本庁舎
■講埼玉県立文書館　新井浩文氏
■数 70人程度（先着順）
■申３月３日（月）から電話にて　
■問市文書館　☎63－1010　
はあとふれあいまつり
■時 3月29日（土）

午前10時～午後2時
■場 NPO法人はあと
■内手作り菓子、手芸品、リサイク
ル雑貨などの販売

■問 NPO法人はあと　☎72－6201
障がい者（児）支援活動
「現代国際巨匠絵画展」

■時 3月22日（土）～24日（月）
午前10時～午後6時

■場高瀬町農村環境改善センター
■問絵画展実行委員会（NPO法人は
あと内）　☎72－6201
　ひとし　

合田斉遺作写真展

■時■場3月3日（月）～13日（木）
　午前8時30分～午後5時15分
　三豊市役所本庁舎ロビー（土日休）
　3月17日（月）～27日（木）
　午前9時～午後10時
　マリンウェーブ（火曜休）

■内荘内半島を中心に撮影した瀬戸
内の幻想的な風景写真を展示

■問市観光協会　☎56－9121
仁尾町図書館春休み上映会

■時 3月25日（火）午後1時30分～
■場仁尾町文化会館
■内アニメ DVD「ふるさと再生日本の
昔ばなし」（浦島太郎、金太郎など）

■数 250人
■問仁尾町図書館　☎56－9565

■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

MARCH
月のお知らせ3

相談

　

岩崎宏美 with 国府弘子ピアノ・ソングス ■時  3月20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  Kenanmore Band

■時  6月21日（土）午後２時開演　
■料  全席指定席　6,000円
■出■演  岩崎宏美、国府弘子

Tenderlies 
■時  3月29日（土）午後7時開演
■料  一般500円　学生100円
　（当日、会議室前にて）　
■出■演  Tenderlies

宝くじの助成金で整備

募集

ヴァイオリン
竹内真知岩崎宏美

松阪 健、坂本 健、マイケル・ベドロー
秋山 彩、川田行美、中村洋二郎

国府弘子
ギター

宮崎カポネ信義竹内真知、宮崎カポネ信義

◀四ツ足自治会 ▲大原自治会

区　分 受付期限
4月2日（水）

4月25日（金）

予備自衛官補

一般幹部候補生

歯科・薬剤科幹部候補生

医科・歯科幹部自衛官

　宝くじの助成金を受けて、豊中町の四ツ足自治
会は、獅子油単、獅子頭のほか、獅子舞道具を、
三野町の大原自治会は、自治会館を整備しました。

One Coin Special Concert
～ジプシー・ジャズヴァイオリンと
　　　　ジャズギターの幸せな出会い～

＊できれば何かグリーンのものを身につけて
　来てください

松阪 健

坂本 健 マイケル・ベドロー

秋山 彩
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第20回朝日四国写真展

■時 3月23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
■問財田町公民館　☎67－0108
第5回宗吉史跡まつり

■時 3月30日（日）
午前11時～午後5時30分

■場宗吉瓦窯跡史跡公園
■内陶芸クラブによる焼き物展示即売
や子ども体験コーナー、宗吉史
跡能（午後4時～）

■問三野町公民館　☎73－3114
人形浄瑠璃 INみとよ

■時 3月21日（金・祝）
午後1時～3時30分

■場ふれあいパークみの
■内傾城阿波鳴門　ほか５幕
■問三野町公民館　☎73－3114

弥谷市

■時 3月21日（金・祝）
午前10時～午後３時

■場弥谷山ふれあいの森広場
■内各種バザー、フリーマーケット、
バルーンパフォーマンスなど

■問弥谷市実行委員会　☎73－6228

保存期限切れの
　　雑誌無料提供会

■時 3月15日（土）・16日（日）
午前10時～午後5時

■場詫間町図書館

■問詫間町図書館　☎83－6828　

市内図書館休館日

　市内すべての図書館で、年度末整
理のため、月末休館日を変更します。
3月28日（金）は開館し、30日（日）
を休館します。
■問詫間町図書館　☎83－6828
市長杯大会結果
【第8回中学校バスケットボール大会】
■男■子■の■部
優　勝　豊中中学校 
準優勝　詫間中学校

■■女■■子■の■■部
優　勝　豊中中学校
準優勝　高瀬中学校

■問生涯学習課　☎62－1113

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)
4月3日(木)
3月18日(火)

福祉課　☎73－3015こころの相談

10:00～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30

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　
詫間福祉センター

7日(金)
24日(月)
4月4日(金)

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

3日（月）
11日（火）
13日（木）
14日（金）
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33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

森クリニック
石川医院
　クロダ歯科医院
岩崎病院
富田内科医院
　つづき歯科医院
みずた内科
中央クリニック
　多田歯科医院
藤田脳神経外科医院
クリニック池田
平林医院
羽崎病院
　浪越歯科医院
そがわ医院
おざきこどもクリニック
　河田歯科医院
大西医院
西山整形外科医院
　漆川歯科医院

2日（日）

9日（日）

　
16日（日）

21日（金）

23日（日）

30日（日）

4月6日（日）

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

72－1567
54－5511
25－8348
83－6011
24－0180
72－5240
83－7218
25－0755
25－3247
72－1135
23－1500
83－2221
25－3382
82－5555
62－2357
24－6789
23－1181
63－2081
25－0107
54－2077

※　　＝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

1月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数59件（９）死者数 0人（0）負傷者数67人（4）

（１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）

ちびっこ英会話「イースター
パーティー」参加者募集！

外国人ゲストの
ホストファミリー募集

～外国人講師と英語であ・そ・ぼ！！
　欧米の春の祭りを体験しよう！～

　外国からのゲストを受け入れて
くれるホストファミリーを募集し
ます。この機会にお互いの価値観
や文化を共有してみませんか？

■時 3月21日（金・祝）
午前10時～正午

■場三野町保健センター
■対 3歳児～小学生
（要予約・
　保護者同伴）　

■料子ども1人
1,000円

■受 3月19日（水）まで

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
10:00～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30

6日（木）

10日（月）

11日（火）
14日（金）

19日（水）

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
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

「
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、

　
　
　

気
軽
に
電
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し
て
く
だ
さ
い
」

少
年
相
談（
少
年
育
成

セ
ン
タ
ー

）　☎
62　·

1
1
1
6

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

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

4日(火)

5日(水)

10日(月)

14日(金)
18日(火)

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

　　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

☎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

17日（月）

7日（金）

11日（火）

18日（火）
19日（水）
20日（木）

社会福祉協議会へ
高瀬町
高瀬町
高瀬町
高瀬町
山本町

大森　幸造
豊岡　正義
豊島　忠一
大西　昌子
永田　洋子

三野町
豊中町
豊中町
詫間町

白井　　宏
岩本　典子
瀧本　計男
林　　郁子

文書館春期企画展
三豊思い出写真帳　～人が動く（三豊の交通）～
　昨年12月20日に100周年を迎えたＪＲ予讃線（多
度津～観音寺間）などの鉄道や乗合自動車、バス
などについて、古写真を中心に紹介します。

■時 3月3日（月）～4月28日（月）
休館日：土・日・祝日・3月31日
※3月29日（土）は特別開館します
■場市文書館
■問市文書館　☎63－1010

香川県の最低賃金　６８６円（時間額）
　必ずチェック最低賃金！使用者
も労働者も
■問香川労働局　☎087-811-8919

環境部水処理課の移転
　４月１日から環境部水処理課が
三野庁舎内に移転します。
■問水処理課　☎72－5667

仁尾町の真鍋自動車商会（昭和5年頃）

固定資産税のお知らせ
口座振替の変更手続きはお済み
でしょうか
　固定資産税の「前納報奨金制度」
が平成26年度から廃止になりま
す。現在、全期前納で口座振替を
している人で期別振替に変更する
人は、3月中に金融機関で変更手
続きを済ませてください。手続き
の際は、納税通知書、通帳、印鑑（通
帳届出印）を持参してください。
引き続き全期前納を希望する場合
は手続き不要です。
■問税務課　☎73－3006

※　　は、管理栄養士による栄養相談あり（要予約）
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