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第3回三豊発!!さぬき軽トラ市
出店者募集

■時11月16日（日）
午前９時～午後２時（小雨決行）

■場高瀬町農村環境改善センター前
■料農産物販売ブース2,000円/区画
加工食品物販ブース3,000円/区画
飲食・企業ブース5,000円/区画

■受 9月30日（火）午後4時まで
■申■問さぬき軽トラ市実行委員会
　☎72－6810

　精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時 9月8日（月）午後2時～　
【心の健康相談】（要予約）
■時 9月24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
　

不登校・ひきこもり親の集い

■時 9月3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

　ひきこもり親の会　（要予約）

■時 9月12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９月１日（月）詫間福祉センター
９月８日（月）山本町保健センター
９月24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

再就職支援相談会
■時 9月19日（金）
午前10時～午後4時30分

■場高瀬町農村環境改善センター
■対現在求職中の人
■内個別相談、キャリアカウンセラー
などによる再就職支援相談

■問県労働政策課　
☎087－832－3368
香川求職者総合支援センター　
☎087－862－4720

　　全国一斉 「高齢者・障がい者の
人権あんしん相談」強化週間

■時 9月8日（月）～14日（日）
午前8時30分～午後7時
（土・日曜日は午前10時～午後5時）
■相■談■電■話■番■号☎0570-003-110
■相■談■員人権擁護委員、法務局職員
■問高松法務局　☎087-815-5311
　　身体障がい者「若者交流会」
■時10月11日（土）・12日（日）
１泊２日

■場国民宿舎小豆島
■対身体障がい者手帳をお持ちの18
～40歳代の人

■数 20人（先着順）
■内日常生活情報の交換会
■料12,000円（介護者も同額）
1日目のみの参加は3,000円

■受 9月26日（金）まで
■申■問県身体障がい者団体連合会
　☎087－862－3540

　　全国一斉　暮らしとこころの相談会
■時 9月16日（火）午前10時～午後1時
■相■談■電■話■番■号☎087－822－3850
面接相談は、事前に予約し、県
弁護士会館にて

■申■問県弁護士会 ☎087－822－3693
不動産鑑定無料相談会

■時10月3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
　

司法書士・土地家屋調査士・行
政書士による無料法律相談
■時10月4日（土）午前10時～午後3時
■場豊中町農村環境改善センター
■内不動産に関すること、官公庁への
許可や書類作成に関すること

■問県司法書士会　☎087－821－5701
無料調停相談会
■時 9月28日（日）午前9時～午後2時
■場豊浜福祉会館
■内相続、金銭貸借、土地の境界など
■問観音寺調停協会　☎25－3467

　
Excel2010実力養成講座
■時 9月24日（水）～10月29日（水）
までの毎週水曜日
午後6時30分～8時30分

■場香川高専詫間キャンパス
■内コース１：基本操作、表計算機能、
グラフの作成と編集など
コース２：マクロの作成と登録、
オブジェクトの操作など

■数 16人（先着順）
■料 7,400円
■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83－8507

　超初心者向けブログ入門

■時 9月20日（土）
午前10時～12時30分

■場香川高専詫間キャンパス
■内ブログの仕組みや用語解説、ブログ
の作成・公開・投稿の方法を実習

■対パソコン、インターネット初心者
（中学生以上）
■数６人（先着順）
■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83－8507

こどもチャレンジ講座
みとよジュニア合唱団

■時平成27年２月までの毎月第３土曜
日　午前10時～11時30分

■場詫間福祉センター
■対幼児～小学生
■内音楽を通して、豊かな心を育む
■申■問詫間町公民館　☎83－8811
「小蔦島貝塚特別展」関連講座

■時 9月13日（土）
午後１時30分～３時

■場三野町社会福祉センター
■講丹羽佑一氏（香川大学名誉教授）
■問宗吉かわらの里展示館
☎56－2301

弓道初心者教室

■時10月7日（火）～11月7日（金）まで
の毎週火・金曜日　計10回

（昼の部）午前9時～11時
（夜の部）午後7時30分～9時
■場市弓道場
■対市内または近隣に在住の人
■料2,000円（10回分）
■受 9月26日（金）まで（午前9時～11
時、午後7時30分～9時の間）

■申■問市弓道場　☎83－6221
　

三豊総合病院9月の健康教室
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時健康教室　
9月12日（金）　午後2時～3時
調理実習
9月26日（金）　午前10時～正午

【腎臓病教室】
■時 9月18日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時 9月11日（木）午後6時～7時
試食会あり
※各教室とも事前予約が必要
※調理実習、試食会は600円必要

■申■問三豊総合病院健康管理センター
　☎52－2726

粟島ふる里劇団公演会

■時 9月16日（火）
午前11時～12時30分

■場山本町農村環境改善センター
■内粟島ふる里劇団による歌謡舞踊
■問山本町公民館　☎63－1041

■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

SEPTEMBER
月のお知らせ9

相談

　　

■時  9月6日（土）午後７時開演
■料  【全席自由席】一般1,000円　学生500円

■時  9月7日（日）午後２時開演
■料  【全席指定席】

■時  9月23日（火・祝）午後２時開演
■料  一般500円　学生100円（当日ロビーにて）
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募集

9月10日（水）～16日（火）は自殺予防週間

　保健師・精神保健福祉士による「こころの相談」
を月２回開催しています。また、電話相談や窓口相
談も随時受け付けています。
■問福祉課 ☎73－3015　西讃保健福祉事務所 ☎25-2052
　地域生活支援センターありあけ ☎57-5501

N響メンバーと日本のトップアーティストによる
世界名曲の旅

嘉門達夫　スペシャルLIVE in 讃岐2014

映画「そして父になる」

結成15周年　アンサンブル・ムジカ

■時  9月14日（日）
■料  一般　前売1,300円　当日1,500円
　　高校生以下　前売800円　当日1,000円
　　シルバー　1,000円

　「うつ病」と「自殺」は深い関係があります。次
のような症状が２週間以上続いている場合は「うつ
病」の恐れがあります。自分や家族、周囲の人に当
てはまることはありませんか。
悲しい、憂鬱な気分、沈んだ気分、疲れやすい、寝つきが
悪い、朝早く目が覚める、食欲がなくなる、心配事が頭か
ら離れない、自分は価値がないと考える、仕事の能率の低
下、遅刻や早退が増える、趣味や外出が楽しめない　など
家族や周囲の人ができること
気づき　家族や仲間の変化に気づいて、声をかける
傾　聴　本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
つなぎ　早めに専門家に相談するよう促す
見守り　温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

①10:00　②13:00
③16:00　④19:00

一般3,600円一般3,600円　子ども1,500円子ども1,500円一般3,600円　子ども1,500円
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受講生
募集

市長杯バウンドテニス大会
■時10月19日（日）午前９時開会式
■場仁尾町体育センター
■対市内に在住または勤務している人
■内男子・女子ダブルス戦
（1部、2部、初級）
■料１人1,000円
■受 9月30日（火）まで
■申■問市体育協会バウンドテニス部
　（宮崎）　090－1003－7074
　　　　☎74－6196

スイム記録会&
　スタート練習会 in 三豊
■時 9月7日（日）午後１時～４時
■場香川高専詫間キャンパス
■内水泳のフォームチェック、スター
ト練習のあと、希望種目のタイム
計測

■対定期的に水泳を行っている人（中
学生以下は保護者の同意が必要）

■数８人（先着順）
■料1,000円
■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83-8507

吹奏楽団WESTロビーコンサート

■時 9月27日（土）
午前9時45分～11時

■場山本町生涯学習センター
■問山本町公民館　☎63－1041
香川オリーブガイナーズ
三豊市の日 （入場無料）

■時９月７日（日）午後１時試合開始
■場観音寺総合運動公園野球場
■内愛媛マンダリンパイレーツと対戦、
高瀬こども太鼓「童響」の太鼓
披露、抽選会

■問市観光協会　☎56－5880

　　　9月9日は「救急の日」
9月7日～13日は救急医療週間です !
◆人工呼吸や止血など、正しい応急
　手当の方法を身に付けましょう
◆いつでも相談できるかかりつけの
　医師を持ちましょう
◆安易な救急車の利用は避けましょう
◆急病以外は、できるだけ診療時間
　内に受診しましょう
■問三観広域北消防署　☎72－2119
　市内図書館の臨時休館
【仁尾町図書館】
■時 9月17日（水）～25日（木）
【豊中町図書館】
■時 9月26日（金）～10月5日（日）
■問仁尾町図書館　☎56－9565
豊中町図書館　☎62－6430

市商品券お得な最新ニュース !
【ラッキーナンバー抽選券】
　市商品券お買い上げ５千円分ご
とに、特賞１万円の商品券が当た
る「ラッキーナンバー抽選券」を
１枚プレゼント。景品総額 50 万円
に達した時点で終了となりますの
で、お早目に !
【7町めぐって商品券スタンプラリー】
　市商品券を使って、3 町で買い物
をすると「ラッキーナンバー抽選
券」1枚、4～ 6町で 3枚、7町な
ら 5 枚がもらえるスタンプラリー
を10月 31日（金）まで実施中！
　詳しくは、市商品券ホームペー
ジをご覧ください。
■問市商工会　☎72-3123
終戦当時の引揚者へ
通貨・証券などをお返しします
　終戦後、外地から引き揚げた人

で、上陸港の税関・海運局に預け
た通貨・証券、また外地の領事館
などに預けた証券などのうち、日
本に返還されたものをお返ししま
す（返還の申し出は、家族でも可）。
■問坂出税関支署詫間出張所
☎83-3071

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）

 4日（木）
11日（木）
18日（木）
10月2日（木）
9月16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

5日（金）
22日（月）

10月3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99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

７月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数29件（－11）死者数 ０人（0）負傷者数34人（－8）

外国語講座9月期

中国文化講座
　「体スッキリ太極拳」
　中国の伝統的な健康法や文化を紹
介します。また、先生と一緒に太極
拳を楽しく体験しませんか。

■言■■語英会話・韓国語・中国語
■ク■ラ■ス入門～上級
■期■■間 9～12月
　　（各クラス全12回）

■曜■■日月～金曜日
■受■講■料会員15,600円
　　　一般16,600円

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
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

1日（月）
9日（火）
11日（木）
12日（金）
17日（水）
18日（木）
24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
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
市福祉センター（仁尾町）
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

9：30～11：00

3日（水）
4日（木）
10日（水）
12日（金）
16日（火）
18日（木）
22日（月）

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

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
山本町保健センター
仁尾町文化会館

13：30～15：00

9日（火）
10日（水）
16日（火）
17日（水）
19日（金）
26日（金）
30日（火）

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

1日（月）
3日（水）

8日（月）

9日（火）

10日（水）

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
※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）

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
仁尾庁舎

8日（月）

10日（水）

17日（水）
22日（月）

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

16日（火）

8日（月）

9日（火）

24日（水）
25日（木）
26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

みずた内科
羽崎病院
　しらい歯科クリニック
岩崎病院
森内科医院
　あらき歯科クリニック
大西医院
クニタクリニック
小野医院
富田内科医院
　みやざき歯科医院
安藤内科医院
細川整形外科医院
永康病院
クリニック池田
　かもだ歯科医院
永野内科医院
国土外科医院
　しつかわ歯科医院

7日（日）

　
14日（日）

15日（月）

　
21日（日）

23日（火）
　

28日（日）

10月5日（日）

詫間町
観音寺市
三野町
詫間町
観音寺市
観音寺市
山本町
観音寺市
詫間町
観音寺市
詫間町
高瀬町
観音寺市
詫間町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
詫間町

83－7218
25－3382
72－5237
83－6011
25－7363
23－4182
63－2081
25－1577
83－8181
24－0180
83－7222
72－5018
25－4290
83－3001
23－1500
23－3020
74－6018
25－0290
83－6480

　99月9月9月月99日99　

9月9月9月月9 777日7日

終戦終戦終戦終戦終戦当当当
通貨通貨通貨通貨通貨・・

市市商市商市商市商品品
【ラ【ラ

市内市内市内市内市内図図
仁仁尾

スイスイスイスイムムム
ススススタタ

香川香川香川香川香川オオ
三豊三豊三豊三豊三豊市市

市長市長長市長市 杯
■■■■■■1

吹奏吹奏吹奏奏吹奏楽

■■

（７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▼

国 民 健 康 保 険 税（普通徴収）（第3期分）
介　護　保　険　料（普通徴収）（第3期分）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）（第3期分）

9月30日（火）口座振替日および納期限

その他

■時９月13日（土）午前10時～正午
■場マリンウェーブ
■料会員1,000円
一般1,500円

■講李霞氏（中国出身）
篠原容子氏
（全日本太極拳協会公認指導員）
■数 50人（先着順・要予約）
■持動きやすい服装、靴、タオル、
飲み物

■受９月11日（木）まで

曽保小学校へ

三豊市へ

社会福祉協議会へ

グランドゴルフ部財田さわやかクラブ　　財田町

観音寺東ロータリークラブ
三豊歯科医師会

の納付月です。

９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。

※　　　　　は健診結果相談会を兼ねています

■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。

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

4日（木）

8日（月）

9日（火）

17日（水）

19日（金）
30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

誰でも参加できる転倒予防のための体操教室

山本町
三野町

原　美枝子
山本　明博

仁尾町吉田　剛久

三野町横田　良男
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