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精神保健相談日

【思春期相談】（要予約）
■時 5月12日（月）午後2時～　
【心の健康相談】（要予約）
■時 5月28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

さぬき若者サポートステーション
の出張相談

■時 5月9日（金 )詫間福祉センター
5月12日（月）山本町保健センター
5月28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

不登校・ひきこもり親の集い

■時 6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

古文書出前講座（前期）

■時 5～9月の第3木曜日
午後7時30分～9時
※初回は5月15日

■場高瀬町農村環境改善センター
■講徳島文理大学　橋詰　茂　教授
■料 300円（資料代）
■申■問生涯学習課　☎62－1113
　　農家のお母さんの技術を学ぼう
　　　　　　　　　～お茶編～
■時 5月8日（木）　午前9時～正午
■場高瀬茶業組合
■内新茶摘み（雨天中止）、おいしい
お茶の入れ方など

■数 15人（先着順）
■料 500円
■申■問農業振興課　☎73－3040
　

生涯学習講座
「寄せ植え教室～初夏編～」
■時 6月1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（先着順）
■料1,000円
■持ゴム手袋、持ち帰り用の箱
■申■問山本町公民館　☎63－1041

生涯学習講座「ヨーガ教室」

■時 5～11月の第４火曜日
午前10時～11時30分
※8月は除く

■場山本町農村環境改善センター
■数 60人程度
■持ヨガマットまたはバスタオル、
飲み物

■講近井　昭博　先生
■申■問山本町公民館　☎63－1041
はじめての文書館！2014
　～裏側（書庫）見学と利用体験～

■時 6月７日（土）午後2時～
■場市文書館、山本庁舎
■内書庫見学、利用体験、業務体験、
展示解説

■数 20人（先着順・電話にて予約）
■申■問市文書館　☎63－1010
緑ヶ丘でリフレッシュ＆
　　　ボディチェンジ指導
■時 5月14日（水）午後7時～8時
5月24日（土）午前10時～11時

■場市総合体育館
■内体組成計で体を精密に分析し、
トレーニングのアドバイスをします

■料 200円
（トレーニングルーム利用料）
■申■問市総合体育館　☎72－1500

三豊総合病院5月の健康教室
【食べて治して、ハッピーライフ】
●エクササイズ
■時５月９日（金）午後2時～3時
●調理実習
■時５月23日（金）午前10時～正午
【腎臓病教室】
■時５月15日（木）
午後3時30分～5時

【夜間糖尿病教室】
■時 5月8日（木）午後6時～7時
※各教室とも事前に予約が必要です
※調理実習は600円が必要です
■申■問三豊総合病院健康管理センター
　☎52－2726

アライグマ・ヌートリア防除
　　　　　　従事者養成講習会
■時５月17日（土）午後1時～5時
■場高瀬町農村環境改善センター
■対 20歳以上の県内在住者
■数 50人（先着順）
■受５月９日（金）まで
■申■問農業振興課　☎73－3040
　　簡単ロボット教室
■時５月17日（土）・６月14日（土）
午前9時～11時

■場香川高専詫間キャンパス
■内レゴブロックを使った簡単なロ
ボット作り

■数 10人（小学生以下・先着順）

■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83－8507

　三豊市内発掘速報展
　　～平成25年度調査成果～
■時 5月3日（土）～5月25日（日）
午前9時～午後5時　月曜休館
※5日（月/祝）は開館、7日（水）は
　休館

■場宗吉かわらの里展示館
■料15歳～64歳は100円　
※上記以外の人は無料です

■問宗吉かわらの里展示館
☎56－2301

広報表紙展　vol.1
　～ちょびっと前を振り返ろう！～

■時 5月１日（木）～6月27日（金）
午前9時～午後5時
※土・日・祝日と5月30日（金）
　は休館、６月７日（土）は開館

■場市文書館
■問市文書館　☎63－1010

　

看護の日記念行事
■時 5月10日（土）　午前10時～11時
■場善通寺看護学校
■対看護に興味のある人、看護師を
めざす人

■内キャンドルサービス、看護の歴史
説明、看護観の発表

■問善通寺看護学校　
☎0877－62－3688

異業種交流会
～Mission2：眠るみとよ資源を
　　　　　　　　掘り起こせ～

■時６月20日（金）　午後5時30分～
■場プリマーレはやしや
■対法人、個人事業主、農業者など
■料 3,500円　※当日集金
■受５月26日（月）まで
■内１部　セミナー　午後6時～7時
２部　名刺交換会
　　　午後7時30分～9時

■講スカイファーム代表
　　　　　　　　川西　裕幸氏
ゲスト：ソフトバンクモバイル
　　　　株式会社　多田　彰氏

■申■問市商工会　☎72－5729
古今東西有名絵画模写展

■時 5月11日（日）まで
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79回香川県美術展覧会
　　　開催要項配布のお知らせ
　開催要項、出品申込書を下記の場
所に置いています。
■場生涯学習課、各公民館、各図書館
■問県立ミュージアム
☎087－822－0247

■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

MAY
月のお知らせ5

相談

　

岩崎宏美 with 国府弘子
ピアノ・ソングス

映画「ペコロスの母に会いに行く」

トップランナーがやってくる ～多田誠司ライブ～
■時  5月21日（水）午後７時開演　
■料  一般500円　学生100円　当日ロビーにて
■出■演  アルトサックス：多田誠司　
　　　　　ピアノ：松岡里佳　ベース：高橋直樹

市民ラジオ体操講習会
みとよ環境みらいフェスタ

多田誠司

岩崎宏美 国府弘子

講演会　講師
日比野克彦氏

■時  6月14日（土）
　 ①10:30　②13:30　③16:00　④18:30
■料  全席自由席　前売1,000円　当日1,500円

■時  6月21日（土）午後2時開演
■料  全席指定席6,000円

～いつでも どこでも だれでも
 　　　　　　　３分間エクササイズ～

■時 6 月 15 日（日）　午後 1時～ 3時　
■場市総合体育館
■講 NHKテレビ・
ラジオ体操指導者　
西川佳克先生

■持上靴、飲み物、タオル
■問健康課　☎73－3014

■時５月17日（土）　午前９時30分～午後４時　
■場マリンウェーブ
■内環境講演会　午前10時30分～正午（10時開場）
　フリーマーケット（古着、本、雑誌など）
　　　いらなくなった衣類・布類の回収もします

　うちわづくり　午前10時～、午後１時～
　　　定員　各30人（要予約・材料代500円）

　緑のカーテンづくり講習会　午前11時～
　　　定員　50人（要予約）

　マッチフラッグプロジェクト
　　　サッカーワールドカップ
　　　応援旗づくり

　その他、段ボールコンポストの無
料配布や新エコバッグの発表と販
売、三豊マルシェなど、楽しいイベ
ントが盛りだくさん！

　肩こりや腰痛などで悩んでいませんか？ラ
ジオ体操は、全身の筋肉をまんべんなく動か
せるすばらしい運動です。脂肪の燃焼と筋力
トレーニングが同時にでき、リフレッシュ効
果もあります。申し込みは不要。みんなで参
加しましょう！

■申■問環境衛生課　☎73－3007
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参加者
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募集

5月は赤十字社員増強運動月間
　日本赤十字社では、災害などで
被害を受けた人の救援活動や救急法
の講習、血液事業の推進、奉仕団・
青少年赤十字活動など、さまざまな
事業を行っています。
　これらの財源は、日本赤十字社の
社員に加入して納めていただく「社
資」によってまかなわれています。
ぜひ、ご協力ください。
■■目■■標■額１世帯500円
　自治会長や婦人会長がお願いにう
かがいます。福祉課、市内の農協各
支店・出張所でも受け付けます。
■問福祉課　☎73－3015

マムシに注意！
　マムシは噛まれると大変危険な毒
蛇です。もしマムシに噛まれたときは
①あわてずに安静にしてください。
　走ったり激しく動くと、毒が体内
　で早くまわり、危険です。
②噛まれた部分から心臓に近いとこ
　ろを、軽く縛ってください。
③119番通報で救急車を呼び、医療
　機関で手当てを受けてください。

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）

 1日（木）
8日（木）
15日（木）
6月5日（木）
5月20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

2日（金）
26日（月）

日　程 時　間 場　　所
三豊市役所
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
山本町保健センター
豊中庁舎
詫間福祉センター

10：00～11：00

8日（木）
9日（金）
12日（月）
13日（火）
15日（木）
21日（水）
28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55月の保健・相談

※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 ※　　＝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

３月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数37件（－3）死者数 0人（0）負傷者数45人（1）

（3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）

平成26年度
中学生海外派遣研修

フランス文化講座

　海外の友好都市などに派遣する
生徒を募集します。ホームステイ
や交流イベントを通して、異文化
を体験しよう！
■時８月　■数韓国・アメリカ各10人
※研修経費の40％を補助します

外国人と行く
　　粟島探検ツアー
　粟島の魅力を満喫しませんか？
バーベキューなどを通して楽しく
交流しましょう。
■時５月18日（日）9：30須田港集合
■料一　般　3，000円
会　員　2，000円
外国人　1，000円

■数 150人（先着順・要予約）　
■受５月14日（水）まで　

■時６月21日（土）10：00～11：30
■場三豊市役所西館
■料会員　300円
一般　500円

■講ジュリア・イニサン
（フランス出身）
■数 50人（先着順・要予約）
■受６月19日（木）まで　

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
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
仁尾老人福祉センター
高瀬町公民館

9：30～11：00

8日（木）
9日（金）
14日（水）
15日（木）
19日（月）
20日（火）
28日（水）

健康相談 健康課　☎73－3014
高血圧・糖尿病など生活習慣病の予防、禁煙などについての相談

日　程 時　間 場　　所
高瀬町農村環境改善センター
マリンウェーブ
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
市民交流センター
山本町保健センター
仁尾町文化会館

13:30～15:00

13日（火）
14日（水）
15日（木）
16日（金）
20日（火）
23日（金）
27日（火）

脳きらり教室 地域包括支援センター　☎73－3017 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

1日（木）

12日（月）

13日（火）
16日（金）

21日（水）

27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

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

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

７日（水）

12日（月）

14日（水）

20日（火）

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  

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）

高瀬町農村環境改善センター
詫間福祉センター
豊中庁舎
仁尾庁舎

13日（火）

14日（水）

20日（火）

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

19日（月）

7日（水）

13日（火）

21日（水）
22日（木）
23日（金）

社会福祉協議会へ
三野町
三野町
三野町
財田町

金﨑　恒夫
佐久間　章
浅田　一臣
多田　彰良

税務課からのお知らせ

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

５月は、軽自動車税
の納付月です ６月２日（月）口座振替日および納期限

☆軽自動車税を納付書で納めた人は、領収書に車検時納税証明書がついてい
　ます。大切に保管してください。
☆口座振替で納めた人は、６月中旬に納税証明書（ハガキ）を送付します。
☆平成26年度の軽自動車税の減免申請は5月26日（月）までです。それまでに
　手続きできなかった場合、今年度の減免は受けられません。
☆納期限内に納めましょう。
■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。

日　程 医療機関名 電話番号市町名
岩崎病院
香川井下病院
藤川医院
国土外科医院
　三豊総合病院
森川整形外科病院
高室医院
小野医院
渡辺ハートクリニック内科
みやしたファミリークリニック
小林整形外科医院
　さいとう歯科医院
永康病院
かもだ内科クリニック
　たくま歯科医院
藤川医院
河田病院
　タカシ歯科クリニック
多田医院
宮崎内科医院
　田中歯科医院

3日（土）

4日（日）

5日（月）

6日（火）

11日（日）

18日（日）

25日（日）

6月1日（日）

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
詫間町
観音寺市
高瀬町
観音寺市
観音寺市
詫間町
観音寺市
三野町
高瀬町
観音寺市
観音寺市
詫間町
観音寺市
仁尾町

83－6011
52－2215
74－7977
25－0290
52－3366
72－5661
25－8311
83－8181
23－2022
73－4976
25－7311
27－9328
83－3001
23－4976
73－5581
74－7977
25－3668
24－4618
83－2121
25－1280
82－4780

三豊の魅力さがし写真コンテスト（秋・冬の部）

最優秀賞「雪化粧」

【最優秀賞】　加藤繁隆（観音寺市）
【優秀賞】　臼井哲（三豊市）香川慎吾（観音寺市）横山彰（観音
　　　　　寺市）矢野秀明（三豊市）
【佳作】　岩倉敏夫（三豊市）大西ヨシノ（観音寺市）臼井哲（三
　　　　豊市）日野清（新居浜市）谷川泰三（観音寺市）高橋英
　　　　勝（三豊市）中野豊廣（三豊市）佐伯登２点（四国中央
　　　　市）山田和範（観音寺市）　　　　　敬称略・順不同
※入賞作品はマリンウェーブで展示しています

四国一斉！12時間電話相談
四国統一のフリーダイヤルで人権
相談を受け付けます。
　日時　6月2日(月)
　　　　午前9時～午後9時
　電話　　　0120－459－737

審査結果発表 ! ■問市観光協会　☎56－9121

5月5月月5月は マムマムマムムマムシ

※4月から、三豊総合病院の医師が診療しています
※都合により代診となった場合は、ご了承ください
※内科全般の診察を行いますが、各医師の専門科目は次のとおりです
　白川：外科　中津、神野、遠藤：内科（消化器）　
　米井：内科（糖尿）　高石：内科（循環器）

財田診療所医師勤務表
月

白川

中津

火

白川

米井

水

白川

神野

木

遠藤

米井

金

白川

高石

午前　　9：00～12：00
　　　（8：30～11：30）
午後　14：00～17：00　　　（8：30～16：30）

曜 日
診療時間（受付時間）

■問財田診療所　☎67－3800
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