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三豊総合病院職員（地方公務員）募集

■申■問三豊総合病院　☎52－3366
　

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
　「仲よしファミリー」

写真コンテスト作品募集

■テ子どもと家族のふれあう様子
■賞最優秀賞1人　商品券1万円分
優秀賞2人5千円相当グルメギフト
入選17人　ポケットアルバム

■受 9月5日（金）まで
■申■問みとよファミリー・サポート・セ  
　ンター　☎62－1192

　精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時 8月11日（月）午後2時～　
【心の健康相談】（要予約）
■時 8月27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 8月13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
■内成年後見制度について、交流
会・情報交換

■問西讃保健福祉事務所
☎25－2052
　ひきこもり親の会　（要予約）

■時 8月8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
　さぬき若者サポートステーション

の出張相談
■時 8月４日（月）詫間福祉センター
8月11日（月）山本町保健センター
8月27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

美しい姿勢と元気な足で楽しい快適生活を

足裏元気プロジェクト　（要予約）
■時 9月11日（木）・18日（木）、10月9
日～平成27年１月22日まで隔週
木曜日の全10講座　1日4回開催

■場マリンウェーブ
■対市内在住で、自立歩行が可能な
65歳以上の人（介護認定を受けて
いない人）

■数各回30人（先着順）
■料１講座200円
■申■問地域包括支援センター　
　☎73－3017

　　健康運動講座「脂肪とれとれ教室」
■時【豊中会場】10月2日（木）～平成
27年2月19日（木）　全10回
午後1時30分～3時30分

■場市民交流センター
■数 40人（先着順）
■時【三野会場】10月6日（月）～平成
27年2月16日（月）　全10回
午前10時～11時30分

■場三野町保健センター
■数 30人（先着順）
■対運動習慣を身につけたいおおむね
40～74歳までの健康で続けて参
加できる人

■内ストレッチング、筋肉トレーニン
グ、正しい歩行について

■受 9月1日（月）から

■持飲み物、ヨガマットまたはバスタ
オル、汗拭きタオル

■申■問健康課　☎73－3014
　農家のお母さんの技術を学ぼう

～三豊ナス編～
■時 8月27日（水）　
午後1時30分～4時

■場財田町国保高齢者保健福祉支援
センター

■内栽培農地の見学、三豊ナスの加工
■料 500円
■数 15人程度（先着順）
■持エプロン、三角巾
■申■問農業振興課　☎73－3040
小学生夏休み卓球教室

■時 8月の毎週火・土曜日
午後7時30分～9時

■場高瀬町体育館（高瀬中学校横）
■対市内の小学生
■内卓球の基礎
■持体育館シューズ、タオル、飲み
物、ラケット（用意できる人）

■問市社会教育団体連絡協議会
☎56－6251
　

音訳ボランティア養成講習会（初級）

■時 9月3日～平成27年1月21日までの
毎週水曜日　全20回

■場県視覚障害者福祉センター
■内視覚障がい者用の録音図書を製
作するボランティアの養成

■対講習会修了後、当センターの音
訳ボランティアとして活動できる
人、パソコンが使える人

■数 20人
■料1,500円程度（テキスト代）
■受 8月20日（水）まで
■申■問県視覚障害者福祉センター
　☎087－812－5563
　三豊総合病院8月の健康教室

【腎臓病教室】
■時 8月21日（木）午後3時30分～5時
【男性の調理実習】
■時 8月6日（水）
午前10時～12時30分
※各教室とも事前予約が必要
※調理実習は600円必要

■申■問三豊総合病院健康管理センター
　☎52－2726

消防職員による救命講習会
【普通救命講習会】
■時 8月30日（土）午前8時45分～正午
【上級救命講習会】
■時 8月31日（日）午前8時～午後5時
■場三観広域防災センター
■数各30人（先着順）
■申■問三観消防本部　☎23－3973
シルバー人材センター講習会
【施設管理講習】
■時 9月8日（月）～22日（月）の10日間
■数 15人
■受 8月8日（金）まで

【介護・健康食調理講習】
■時10月6日（月）～16日（木）の8日間
■数 20人
■受 9月5日（金）まで
■場豊中町農村環境改善センター
■対 55歳以上でハローワークに求職
登録している人

■申■問市シルバー人材センター
　☎63－1244

バウンドテニス教室
■時 9月2日（火）・9日（火）・23日（火）・
30日（火）　午後7時30分～9時

■場市総合体育館
■対中学生以上
■持体育館シューズ、タオル、飲み物
■受 8月29日（金）まで
■申■問市社会教育団体連絡協議会　
　☎56－6251

　市最古の縄文遺跡
「小蔦島貝塚特別展」
■時 8月2日（土）～9月28日（日）
午前9時～午後5時　※月曜休館
（祝日は開館、その翌日休館）
■場宗吉かわらの里展示館
■内仁尾町の小蔦島貝塚から出土し
た土器や石器などを展示

■料15～64歳は100円
■問宗吉かわらの里展示館
☎56－2301

■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

AUGUST
月のお知らせ8

相談

　

■時  8月30日（土）午後6時30分開演
■料  【全席自由席】
　一般1,600円　学生800円

■時  8月16日（土）午後6時30分開演
■料  一般500円　学生100円（当日ロビーにて）
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受付期限
随時

9月9日（火）

自衛官候補生
一般曹候補生
航空学生

区　分

受付期限
9月19日（金）看護補助者・調理師

区　分

宝くじの助成金で整備
　　　　宝くじの助成金を受けて、豊中町の上高
野地区自主防災会が、防災資機材
を整備しました。

問い合わせ　総務課　☎73－3000▼

フルートと朗読で贈るバレエ 
ロミオとジュリエット

おやじバンドバトル！！

こども落語まつり～未来の落語家たち～

映画「そして父になる」、「世界名曲の旅」、「嘉門達夫
スペシャル LIVE」のチケットも大好評発売中 !

■時  8月24日（日）午後２時開演
■料  【全席自由席】1,000円
■出■演  京極テリーズ　摩天楼　ALL G’s
■曲■名  「パイプライン」「乾杯」「ブルーシャトー」
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夏休みアニメ映画会

■時 8月6日（水）・20日（水）
午後2時～3時

■場詫間町図書館
■内（6日）浦島太郎、絵姿女房ほか
（20日）こがねの斧、鉢かつぎ姫
　　　　ほか

■問詫間町図書館　☎83－6828
　

本と遊ぼう　全国訪問おはなし隊

【仁尾町図書館】
■時 8月9日（土）午前10時～11時5分
【詫間町図書館】
■時 8月23日（土）午前10時～11時5分
【三野町図書館】
■時 8月26日（火）午後2時～3時5分
■内キャラバンカーの見学、おはなし会
■問仁尾町図書館　☎56－9565
詫間町図書館　☎83－6828
三野町図書館　☎73－3121

香川高専詫間キャンパス
オープンキャンパス
■時 8月10日（日）午前9時～正午
■場香川高専詫間キャンパス
■対小・中学生および一般
■問香川高専詫間キャンパス　
☎83－8516

下水道排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験
■時10月14日（火）午後2時～4時
■場高松テルサ
■受8月29日（金）まで
■問県下水道協会　
☎087－839－2718

　三豊の魅力さがし写真コンテスト
審査結果発表（春の部）
【最優秀賞】石角尚義（三豊市）

【優秀賞】矢野秀明（三豊市）井上
義信（観音寺市）川原雅一（岐阜
県）佐伯登（四国中央市）

【佳作】森亮平、中野豊廣、谷邦男
2点、石角尚義（三豊市）横山彰
2点、山田和範、薮本久美子、
大西ヨシノ（観音寺市）
　　　　　　　　　　　※敬称略・順不同

※入賞作品は、マリンウェーブに
　展示しています
■問市観光協会　☎56-5880　
第10回四国霊場88サイクル駅伝

　8月8日（金）から16日（土）の9日
間、自転車で四国霊場八十八カ所を
一周する四国全体の地域おこしイベ
ントが行われます。自転車巡礼隊を
見かけたら、温かい声援をお願いし
ます。
■問四国霊場88サイクル駅伝実行委
員会　☎0877－63－6315

農薬は正しく使いましょう

　使用時期や使用量・希釈倍数、
回数など使用基準を守りましょう。
また、住宅地周辺では飛散防止対
策を立てて周辺住民に配慮し、飛
散を減らすため散布時の基本的事
項を励行しましょう。

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）

 7日（木）
14日（木）
21日（木）
9月4日（木）
8月19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

1日（金）
25日（月）
9月5日（金）

■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88月の保健・相談

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市国際交流協会　☎56－5121

６月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数40件（－2）死者数 ０人（－1）負傷者数42人（－6）

中国スタディツアー

インド料理教室

　友好都市の皆
さんとの交流会
や、雲南省の世
界遺産を訪れる
魅力あふれるツ
アーに参加しま
せんか。

　スパイスから作るオリジナルカ
レーを紹介します!

■時10月27日（月）～11月1日（土）
6日間

■内三豊市→友好都市三原県→雲南
省→三豊市

■料約21万円（燃油サーチャージ込）
■数 20人（最少催行人数）
■受 9月10日（水）まで
■企■画■■・■■実■施㈱ツアーネット

認知症予防と病気への理解を深めるための教室
日　程 時　間 場　　所

マリンウェーブ
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
高瀬町農村環境改善センター
市民交流センター
三野町保健センター
山本町保健センター
仁尾町文化会館

13：30～15：00

6日（水）
8日（金）
12日（火）
19日（火）
21日（木）
22日（金）
26日（火）

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
日　程 時　間 場　　所

仁尾庁舎
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
三豊市役所
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

4日（月）
8日（金）
12日（火）
14日（木）
20日（水）
21日（木）
27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

財田町国保高齢者保健福祉支援センター
市老人福祉センター（仁尾町）
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
高瀬町農村環境改善センター
詫間福祉センター

9：30～11：00

7日（木）
19日（火）
20日（水）
22日（金）
25日（月）
27日（水）
29日（金）

脳きらり教室 地域包括支援センター　☎73－3017
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相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ
10:00～12:00
13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～16:00

10:00～15:00

財田庁舎
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
豊中庁舎
仁尾庁舎

4日（月）
6日（水）

11日（月）

12日（火）

13日（水）

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
※毎月第3火曜日　農業制度資金相談会開催中

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
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
詫間福祉センター
豊中庁舎
三野町社会福祉センター

1日（金）
6日（水）
11日（月）

13日（水）

20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

☎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

18日（月）

7日（木）

12日（火）

20日（水）
21日（木）
22日（金）

※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　　　
日　程 医療機関名 電話番号市町名

藤田脳神経外科医院
小山医院
　まきの歯科医院
森クリニック
石川医院
　ただ歯科医院
そがわ医院
冨士クリニック
　いその歯科クリニック
平林医院
中央クリニック
　小野歯科医院
森川整形外科病院
三野小児科医院
　ごうだ歯科医院

3日（日）

10日（日）

17日（日）

24日（日）

31日（日）

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

72－1135
25－2354
23－2848
72－1567
54－5511
56－2762
62－2357
25－3692
57－1550
83－2221
25－0755
72－3888
72－5661
25－7788
27－8199

三豊三豊三豊三豊三豊ののの
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資格資格資格資格資格認認

本と本と本とと本本本 遊

夏休夏休夏休休夏休夏夏 み

■

（６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▼

市 　 県 　 民 　 税（普通徴収）（第２期分）
国 民 健 康 保 険 税（普通徴収）（第２期分）
介　護　保　険　料（普通徴収）（第２期分）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）（第２期分）

9月1日（月）口座振替日および納期限

その他
■時 9月28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

■数 50人（先着順・要予約）
■受 9月25日（木）まで

※　　　　　は健康結果相談会を兼ねています

参加者
募集

ジナルカ

参加者
募集

幼稚園へ

社会福祉協議会へ
高瀬町
高瀬町
山本町
山本町

矢野　秀明
増田　　浩
須藤　　章
藤川　　哲

豊中町
豊中町
財田町
財田町

高木　妙子
今川　　直
森川　洋一
川原　一男

有限会社 藤川　　高瀬町

国際ソロプチミスト観音寺

◀
春
光
の
瀬
戸
内

核兵器の廃絶と恒久平和を願って
非核平和都市宣言都市

　　　　　　　　　　三豊市
終戦記念日を前に、改めて平和に
ついて考えてみましょう

の納付月です。

８月は、

☆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。

雲南省の麗江

献血

　9：30～12：00
13：00～16：00

日　程 場　　所時　間

豊中庁舎26日（火）

健康課　☎73－3014

交流会
省の世
訪れる
れるツ
加しま

日（月）～11月1日（土）

雲南省の麗江
中国国家観光局（大阪）
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