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フリーマーケット出店者募集

　みとよ環境みらいフェスタの開
催に伴い、家庭の不用品をリユー
スすることを目的としたフリー
マーケットを行います。
■時 5月17日（土）午前9時～午後4時
■場マリンウェーブ駐車場
■対市内在住の個人またはグループ
（業者は除く）
■申■問環境衛生課　☎73－3007
　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

平成26年度
JICAボランティア募集

■内開発途上国で現地の人と協働し、
人づくりや国づくりに協力

■対満20～39歳（青年海外協力隊）
満40～69歳
（シニア海外ボランティア）
■受 5月12日(月 )まで (消印有効 )
■問 JICA四国　☎087－821－8824
県後期高齢者医療広域連合懇話会
公募委員募集

■対県内在住の満75歳以上の人
■内後期高齢者医療制度の施行およ
び運営に関すること

■数 2人
■受 4月25日（金）まで
■問県後期高齢者医療広域連合
☎087－811－1866

市少年少女発明クラブ 
クラブ員募集

■内毎月第1・第3土曜日にロボット教
室やおもしろ科学実験などを開催

■場香川高専詫間キャンパス
■料1人1,000円（年会費）
【平成26年度開講式】
■時 4月19日（土）午前9時～
■場香川高専詫間キャンパス
■申■問産業政策課　☎73－3013

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時 4月14日（月）午後2時～　
【心の健康相談】（要予約）
■時 4月23日（水）午後1時45分～
■場西讃保健福祉事務所
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052
　統合失調症家族教室

■時 4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
■内交流会・情報交換
■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

　出張回数と場所が増え、相談業
務が充実します。
■時 4月７日（月）詫間福祉センター
4月14日（月）山本町保健センター
4月23日（水）豊中町保健センター
午前10時～午後4時

■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

「看護の心普及事業」健康相談

■時 4月20日（日）午後2時～4時
■場ゆめタウン三豊
■内血圧測定や血管年齢測定、BMI、
基礎代謝測定、健康相談など

■問県看護協会第7支部　
☎83－3001

女性のための簡単運動講座
「美・ピラティス」

■時 5～7月の毎週火曜日　全12回
午後1時30分～2時30分

■場高瀬町農村環境改善センター
■講たくまシーマックスインストラク
ター　片山有佳氏

■対おおむね40～64歳の女性で12回
すべて参加できる人（以前に参加
した人は申し込みできません）

■数 30人（先着順）
■受 4月7日（月）～
■持バスタオルまたはヨガマット、
飲み物

■申■問健康課　☎73－3014
　　生涯学習講座 「絵封筒教室」
■時 4月20日（日）午後1時～4時
■場山本町生涯学習センター
■数 25人
■講イラストレーター ニシダシンヤ氏
■料 500円 (切手代が別途必要 )
■申■問山本町公民館　☎63－1041
三豊総合病院4月の健康教室
【腎臓病教室】
■時 4月17日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時 4月10日（木）試食会
午後6時～7時30分

【男性の調理実習】
■時 4月2日（水）
午前10時～12時30分

※各教室、事前予約が必要
※調理実習、試食会は600円が必要

■申■問三豊総合病院健康管理センター
　☎52－2726
　　みとよサプリ 「腰痛予防」

■時 4月16日（水）午後1時30分～2時
■場三豊総合病院
■講理学療法士　
■問三豊総合病院　☎52－3366
　
関節リウマチ講演会

■時 4月10日（木）
午後2時40分～4時40分

■場丸亀市保健福祉センター
■講宇多津クリニック　倉田典之氏
■問 RAほのぼの会　松田
☎0877－22－2582

　市民卓球講習会
■時 4月20日（日）午前9時～午後4時
■場市総合体育館
■対市内に在住または勤務している人
■内硬式およびラージボールの初心
者・中級者・上級者

■料 300円（弁当代別途500円）
■受 4月10日（木）まで
■問市社会教育団体連絡協議会
☎56－6251

　
七宝山で桜の植樹イベントに
参加しませんか
■時 4月20日（日）午前10時～正午

午前9時30分　不動の滝カント
リーパーク駐車場集合

■数 30人程度（先着順）
■受 4月11日（金）まで
■申■問四国コカ・コーラ
　☎087－841－9197
　

2014こんぴら健脚大会
■時 4月29日（火 /祝）
午前9時30分市役所前駐車場集合

■コ■ー■ス三豊市役所→高瀬川沿い→
麻小学校→牛屋口→こんぴら高
燈篭（約15㎞）

■対健康で体力に自信のある人（小学
生以下は保護者同伴）

■数 100人程度
■持弁当、飲み物、雨具、タオル、ビニー
ル敷物、ごみ袋など

■注保険は、希望により各自加入。
閉会式後は、バスで市役所まで
送ります（先着50人）。

■受 生涯学習課または各支所にある
応募用紙にて4月18日（金）まで

■申■問生涯学習課　☎62－1113
平成26年度
三豊の里山愛好者の集い
■時 5月から計7回（基本平日開催）
■対市内在住者
■数 40人
■受 4月14日（月）午前9時～
■申■問市公民館　☎62－1156

■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

APRIL
月のお知らせ4

相談

　

岩崎宏美 with 国府弘子ピアノ・ソングス
■時  6月21日（土）
　　午後２時開演　

■料  全席指定席 
　　6,000円

粟島汽船　運賃改定のお知らせ

悪臭防止法に基づく
　　　　　規制地域の指定 市役所窓口で使用する封筒の広告を募集します

4月6日（日）～15日（火）は
　　春の全国交通安全運動！

募集

岩崎宏美 国府弘子

区　分 受付期限

4月25日（金）

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

　消費税増税に伴い、粟島汽船の運賃が改
定されます。なお、手荷物・自動車航送運賃
等は、市ホームページでご確認ください。
▶問い合わせ　粟島汽船㈱　☎83－3204

好評販売中！

旅客運賃
須田 宮の下 粟島

粟島
330
170

上新田
上新田
430
220

大 人
子ども

志々島
620
310

粟島
690
350

上新田
500
250

志々島
340
170

上新田
160
　80

志々島
340
170

志々島
160
　80

　封筒は9月1日からの1年間、市民課、税務課およ
び各支所の窓口に設置します。掲載は、広告事業実
施要綱および広告事業実施基準等の規定に基づき、
審査します。

　申し込み期限　4月18日（金）
▶申し込み・問い合わせ　市民課　☎73－3005

　４月１日から市内全域が悪臭防止法の
規定に基づく規制地域となりました。全
ての工場その他の事業場における事業活
動に伴い発生する悪臭が対象となります
（一般家庭のほか、自動車や工事現場な
どから発生する悪臭は対象外です）。

　プライベートで交流のある岩崎宏美と国府弘子が初共演。それぞれの
音楽観やプライベートトークを織り交ぜながら、国府弘子アレンジで岩
崎宏美の名曲の数々をお届けします。 ▶問い合わせ　環境衛生課　☎73－3007
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参加者
募集

受講生
募集

健康さくらまつり

■時 4月6日（日）午後1時～3時30分
■場西香川病院
■内レナ・ホレンナー博士による健
康セミナー、健康チェックコー
ナー、栄養相談、認知症コーナー
など

■問西香川病院　☎72－5121
第2回「三豊発 !!さぬき軽トラ市」

■時 4月13日（日）午前9時～午後2時
■場高瀬町農村環境改善センター前
■問市農業振興センター　
☎72－6810

平成26年度「香川丸」体験乗船

【一般者体験乗船】
■時 5月25日（日）午前8時45分～正午
■数 25人
【小学生体験乗船】
■時 5月25日（日）
12時30分～午後3時30分

■数 20組（小学3年生以上と保護者）
■場大崎造船所（丸亀市）
■受 5月9日（金）まで
■問多度津高等学校　
☎0877－33－2131

長寿手帳のお知らせ
　県内在住の65歳以上の人に県発
行の長寿手帳を交付しています。手
帳を提示すれば、栗林公園や県立
ミュージアムなどに無料で入場できま
す。必要な人は申請してください。
■■交■■付■場■■所福祉課または各支所
■持免許証など年齢を確認できるもの
■問福祉課　☎73－3015

市長杯大会結果　　（敬称略）
【第8回卓球大会（個人の部）】
<硬式の部>
■男■子■１■部
優勝　児玉飛鳥　準優勝　真鍋一也
■男■子■２■部
優勝　筒井皓脩　準優勝　松岡寛季 
■■女■■子■１■■部
優勝　宮花早紀　準優勝　羽田優華
■■女■■子■２■■部
優勝　大西華衣　準優勝　安藤優花
<ラージの部>
■■ダ■ブ■■ル■■ス■１■■部
優　勝　守長久男・石川喜代子
準優勝　今川　寛・藤田英志
■■ダ■ブ■■ル■■ス■２■■部
優　勝　白井重明・山地涼子
準優勝　竹内ヒデ子・小林十九子
■男■子■１■部
優勝　守長久男　準優勝　今川　寛
■男■子■２■部
優勝　河津正幸　準優勝　大石剛廣
■■女■■子■１■■部
優勝 福島和美　準優勝　小野百合子
■■女■■子■２■■部
優勝 太田メグミ 準優勝 大井スエミ
【第8回バウンドテニス大会】
■男■子■１■部
優　勝　平本規一・辻　増雄
準優勝　谷　明夫・高橋良郎
第３位　鈴木鋪男・福田久志
■■女■■子■１■■部
優　勝　大西小波・平岡廣子
準優勝　田尾美恵子・藤田礼子
第３位　松本和子・南部洋子
■■女■■子■２■■部
優　勝　石井時子・中塚鈴子

準優勝　田中典子・開口陽子
第３位　小山美智代・森志保子
■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）

 3日（木）
10日（木）
17日（木）
5月1日（木）
4月15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
詫間福祉センター
高瀬町農村環境改善センター　
山本町保健センター

4日（金）
28日（月）
5月2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

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

■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44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

大西医院
西山整形外科医院
　漆川歯科医院
森川整形外科病院
業天医院
　高田歯科医院
安藤内科医院
細川整形外科医院
　向井歯科医院
山地外科医院
みとよ内科にれクリニック
　ウキタ歯科医院
永野内科医院
松井病院

6日（日）

13日（日）

20日（日）

27日（日）

29日（火）

山本町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
財田町
三野町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市

63－2081
25－0107
54－2077
72－5661
52－3636
25－3308
72－5018
25－4290
67－2416
72－2577
25－1117
23－3123
74－6018
23－2111

※　　＝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

２月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数40件（－19）死者数 0人（0）負傷者数44人（－23）

（２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）

「英語でクッキング!」

外国語講座4月期受講生募集

　アメリカでおなじみのおやつ“バ
ナナブレッド”を英語を交えなが
ら楽しく作ってみよう !
■時 4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
中高生1,000円
小学生　500円

■料 50人（先着順・要予約）
■講ジュリア・メイス（アメリカ出身）
■受 4月24日（木）まで

■言■語英会話・韓国語・中国語
■期■間 4～7月（全12回）
■曜■日月～金曜日
■料会員15,600円　一般16,600円

外国人のための
「日本語講座」

■時 4月6日～7月13日
までの毎週日曜日
午後2時～4時
（5月4日・18日は休講）
■場高瀬町公民館
■対市内および周辺に住む外国人

国 際 理 解 講 座

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
仁尾町老人福祉センター
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
13:30～15:00
10:00～11:30
10:00～11:30

3日（木）

8日（火）

14日（月）

16日（水）

18日（金）
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
市民交流センター
高瀬町農村環境改善センター
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

「
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

相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ
10:00～12:00
13:00～15:00
13:00～16:00

10:00～15:00

13:00～15:00

9:30～14:00

財田庁舎
三野町社会福祉センター
詫間福祉センター
豊中庁舎
仁尾庁舎
高瀬町農村環境改善センター
山本庁舎
粟島開発総合センター

2日（水）

8日（火）

9日（水）

14日（月）

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）

山本町農村環境改善センター
豊中庁舎
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
財田庁舎

9日（水）

14日（月）
16日（水）
21日（月）
24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

☎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

14日（月）

7日（月）

8日（火）

23日（水）
24日（木）
25日（金）

社会福祉協議会へ

三豊市へ

山本町
山本町
山本町
山本町

三宅登美男
田中　知子
橋本八重子
原　　弘一

三野町
三野町
詫間町
財田町

大平　昭文
尾崎　幸好
池内　茂行
前田ハル子

税務課からのお知らせ

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

４月は、固 定 資 産 税
　　　　（全期前納および第１期分）　の納付月です。  

４月30日（水）口座振替日および納期限
☆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。

生活協同組合コープかがわ

対象　市内に固定資産を有する納税者等　　
期間　４月30日（水）まで（土・日・祝日を除く）
対象
期間

固定資産税の縦覧・閲覧ができます

2014年4月29 広報 28広報 2014年4月


	10-11_26-27
	10-11_28-29

