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アイランドウォーク瀬戸内
参加者募集

■時10月19日（日）午前5時30分～
■目■的■地しまなみ街道大島方面
　　（歩行距離約10km）

■料大人3,800円 小学生以下2,000円
■対市内在住、市内に勤務する人
■数100人程度（先着順）
■受10月10日（金）まで
■申■問市社会教育団体連絡協議会
　事務局　☎56－6251
　　　　FAX62－1231

　市長杯争奪ソフトボール大会
参加者募集
■時 10月26日（日）※雨天延期の場合
は11月3日（月・祝）

■場山本町河川敷運動公園
■料１チーム　1,000円
■対スポーツ保険加入者で市内在住、
市内に勤務する人※女子の部は女
子のみで構成されたチーム。学生
は除く

■受10月21日（火）午後5時まで
■申■問市体育協会ソフトボール部 
　（綾）　090－1063－9778

26年度ＪＩＣＡボランティア募集

■対青年海外協力隊（満20～39歳）、
シニア海外ボランティア（満40～

69歳）で日本国籍を持つ人
■受 11月4日（火）まで
※詳細は下記ウェブサイトをご覧く
　ださい　http://www.jica.go.jp
■問 JICA四国　☎087－821－8824
市長杯バドミントン大会
■時11月2日（日）午前9時開会式
■場市総合体育館
■対市内在住または勤務、在学者
■内個人戦・男子ダブルス【２部、３
部、４部、５部、６部（初心者）】・
女子ダブルス【３部、４部、５部、
６部（初心者）】

■料１チーム　社会人1,200円
　　　　　学生　　600円

■受 10月22日（水）まで
■申■問市体育協会バドミントン部
　（河田）　090－2784－2503

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時10月20日（月）午後2時～　
【心の健康相談】（要予約）
■時10月22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
　

ひきこもり親の会　（要予約）
■時10月10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 10月６日（月）詫間福祉センター
10月14日（火）山本町保健センター
10月22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

統合失調症　家族教室
■時 10月15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
■内気になる病気と治療のこと、交流
会・情報交換

■講永康病院　医師　奥平篤之氏
■問西讃保健福祉事務所　
☎25－2052

　　無料労働問題相談会
■時10月14日（火）～18日（土）

正午～午後4時
■場14～17日　県庁東館３階
18日　高松港旅客ターミナル　
　　　　ビル６階

■対県内の事業所で働く人、労働組
合、事業主

■相■談■員県労働委員会委員など
■申電話予約（18日のみ前日予約）
■問県労働委員会
☎087－832－3721

　　精神保健福祉ボランティア講座
■時■テ 10月22日（水）「他人事ではな
い身近な病、心の病とは」、11月
7日（金）「障がいを持って暮らす
ということ」、14日（金）「当事者
の声を聞いてみよう！」、21日（金）
「こころのバリアフリーにむけて」
午後2時～4時
※全4回。出席できない回がある
　場合は相談ください

■場西讃保健福祉事務所
■対三豊・観音寺市在住で精神保健
福祉ボランティアに関心のある人

■受10月17日（金）まで
■問西讃保健福祉事務所
☎25－2052

　　ヘルスメイトと学ぶ糖尿病予防講座
■時10月29日（水）
午前9時30分～午後1時

■場豊中町保健センター
■対糖尿病予防に関心のある人
■内みそ汁塩分濃度測定（希望者)、
バランスの良い食事の調理と試食

■持みそ汁約100ml（具不要）、筆
記用具、エプロン、三角巾　

■料 80円（資料代）
■数 30人（先着順）
■申■問健康課　☎73－3014
古文書出前講座（後期）

■時10月～2月の第3木曜日
午後7時～8時30分

■場高瀬町農村環境改善センター
■料 300円（資料代）
■講徳島文理大学教授　橋詰茂氏　
■申■問生涯学習課　☎62－1113
　三豊総合病院10月の健康教室

【食べて治して、ハッピーライフ】
■時健康教室
10月10日（金）午後2時～3時
調理実習
10月24日（金）午前10時～正午

【腎臓病教室】
■時10月16日（木）
午後3時30分～5時

【夜間糖尿病教室】
■時10月9日（木）午後6時～7時
【男性の調理実習】
■時10月1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、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

公開講座
「介護保険の制度、相談窓口」

■時11月8日（土）午前10時～正午
■場四国学院大学専門学校
■数 30人程度（先着順）
■問四国学院大学専門学校
　0120－72－5192
　

ZOOKトーク　
動物園はこころの学校

■時11月2日（日）午後1時30分～3時
■場詫間福祉センター
■内紙芝居や絵本の読み聞かせ、○×
クイズ、動物の赤ちゃんのおはな
し、しろくまピースのおはなし

■講愛媛県立とべ動物園
飼育員　竹箇平昭信氏

■問詫間町図書館　☎83－6828
　

みとよ健康福祉まつり ’１４
■時10月18日（土）
午前9時30分～午後1時

■場高瀬町農村環境改善センター周辺
■内体験イベント、バザー、展示、ふれ
あいステージ

■問健康課　☎73－3014

■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
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募集

●因幡  晃　コンサートツアー2014　
　～60ページ目のしおり～

●クリスマスキャロル
■時  12月10日（水）
　　開演 午後７時

■料  【全席指定席】5,500円　
　　ペア券9,800円

■出■演  草刈正雄　川島なお美
　　　吉田要士　ほか

「金属ごみ・有害ごみ」の
　　　　自治会ごみステーション収集
収 集 日　10月29日（水）
収集場所　自治会ごみステーション
収集品目　
乾電池、蛍光灯・電球、水銀体温計・水銀温度
計、使い捨てライター、金属ごみ（やかん・鍋・
フライパン・傘の骨などの家庭用金属製品）
出 し 方　品目ごとに分けてキャリーに入れて出す
注意事項　
・50cm以上のものは粗大ごみです
・傘は骨以外のビニールや布は取り除いてください
・事務所、商店、農業などの事業活動で出たごみは
　回収できません
※持込場所（市役所・各支所）でも毎月第２・４日曜日
　の午前７時～９時に回収を行っています

■問環境衛生課　☎73－3007

放送大学公開講演会　「高齢者の健康について」
　元気で長生きするための健康づくりについて考
えます。
■時10月11日（土）午後2時～3時30分
■場市民交流センター
■テ高齢者の健康について
－年をとっても健康に過ごすために―

■講香川大学医学部准教授　宮武伸行氏
■問放送大学香川学習センター　☎087－837－9877

収 集 日　
収集場所　
収集品目

出 し 方　
注意事項

■時  11月13日（木）
　　開演 午後７時
　　（開場 午後6時30分）
■料  【全席指定席】3,000円
■出■演  因幡　晃
■曲■目  「わかって下さい」「別涙」ほか

わかれ
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生涯学習講座
スターウォッチング　
月と秋の星座観察
■時11月２日（日）
午後7時～8時30分

■場山本ふれあい公園　多目的広場
■注 雨天曇天の場合はビデオ学習、
小学生以下は保護者同伴

■問山本町公民館　☎63－1041
仁尾町図書館古本リサイクル市
■時11月２日（日）
午前10時～午後3時

■場仁尾町文化会館　
■内リサイクル図書や仁尾町図書館で
不用となった雑誌の提供

■問仁尾町図書館　☎56－9565
文書館秋期企画展
三豊平野の攻防
～大正11年陸軍特別大演習～
■時 11月27日（木）まで（土・日・祝・
10月31日（金）は除く）
10月26日（日）は特別開館

■場市文書館
■内大正11年（1922年）11月に三豊
平野で行われた陸軍特別大演習
を古写真や公文書で紹介。10月
26日（日）には、関連行事「展示資
料を読む会」を開催

■問市文書館　☎63－1010
みとよサイクルロード宝山湖
【サイクルスポーツ教室】
■時11月2日（日）　午後12時30分～2時
【サイクルロードレース】
■時11月3日（月・祝）
午前9時～午後4時

■料 4,100円（女性および高校生以下
は2,600円）
※写真コンテストもあります

■問みとよサイクルロード実行委員会
☎56－6001

石綿による健康被害を受けた人の
ご遺族の皆さんへ
　労災保険法においては、業務上死
亡された労働者に係る遺族補償給付
などの請求権は 5 年で時効により消
滅しますが、石綿救済法により、石
綿健康被害を原因として業務上死亡
された労働者に係る遺族請求につい
ては平成 34 年 3 月 27日を期限とし
て、５年以上経過していても特例によ
り特別遺族給付金の請求ができます。
■問観音寺労働基準監督署
☎25－2138

市内図書館の臨時休館
【詫間町図書館】　☎83－6828
■時10月7日（火）～16日（木）
【山本町図書館】　☎63－1041
■時10月15日（水）～24日（金）
【高瀬町図書館】　☎72－5631
■時10月28日（火）～11月6日（木）
詫間町まちの魅力発掘コンテスト
　詫間町を訪れて感じた魅力とそ
の活用プランを募集します。
■賞最優秀賞10万円（1人）、優秀賞3
万円（2人）、佳作1万円（4人）

■受11月14日（金）まで
■申■問 NPO法人まちづくり推進隊
　詫間　☎83－3639
　http://takumatai.ashita-sanuki.jp

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）

 2日（木）
9日（木）
16日（木）
21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
詫間福祉センター
高瀬町農村環境改善センター

3日（金）
27日（月）

■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1010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

8月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数46件（17）死者数 1人（1）負傷者数65人（31）

こども英会話
「ハロウィンパーティー」

参加者募集！

「ベトナム文化講座」
参加者募集

　ベトナム出身の
講師が流ちょうな
日本語で民族衣裳や
食文化について紹介します。

　外国人講師と一緒
に欧米文化のハロ
ウィンを体験してみ
ましょう！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
三豊市役所
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
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

6日（月）
9日（木）
10日（金）
14日（火）
15日（水）
16日（木）
22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

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
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
市老人福祉センター（仁尾町）
高瀬町公民館

9：30～11：00

2日（木）
8日（水）
10日（金）
16日（木）
20日（月）
21日（火）
22日（水）

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
高瀬町農村環境改善センター
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
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

8日（水）
14日（火）
16日（木）
17日（金）
21日（火）
24日（金）
28日（火）

脳きらり教室 地域包括支援センター　☎73－3017

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

10:00～15:00

13:00～16:00
13:00～15:00
13:00～15:00
13:00～16:00

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

1日（水）
6日（月）

8日（水）

14日（火）

20日（月）
21日（火）

10:00～15:00

財田庁舎
詫間福祉センター
山本町農村環境改善センター
豊中庁舎
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

2日（木）

8日（水）

14日（火）
15日（水）
20日（月）

行政相談

人権相談

総務課　☎73－3000
または各支所

人権課　☎73－3008
または各支所

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
※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）

職業相談

農事相談

就農相談

知的財産
技術相談 産業政策課　☎73－3013

農業委員会　☎73－3046

☎82－2607

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

20日（月）

7日（火）

14日（火）

22日（水）
23日（木）
24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

永野内科医院
国土外科医院
　しつかわ歯科医院
池田外科医院
今滝医院
　よしだ歯科クリニック
みやしたファミリークリニック
小林整形外科医院
しのはら医院
業天医院
　久保歯科医院
藤川医院
松井病院
　中島歯科医院
多田医院
かもだ内科クリニック
　はまだ歯科・矯正クリニック
石井医院
河田病院

5日（日）

12日（日）

13日（月）

19日（日）

26日（日）

11月2日（日）

11月3日（月）

高瀬町
観音寺市
詫間町
豊中町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
山本町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
観音寺市
詫間町
観音寺市
豊中町
高瀬町
観音寺市

74－6018
25－0290
83－6480
62－3151
27－6218
25－8773
73－4976
25－7311
56－7222
52－3636
52－2009
74－7977
23－2111
25－3069
83－2121
23－4976
62－3500
73－6100
25－3668

詫間詫間詫間詫間詫間町町
詫

みとみとみととみ よ

市内市内市内市内市内図図

生涯生涯生涯学
ススタスタスターーー
月と月と月と秋秋

文書文書文書館館
三豊三豊三豊三豊平平
～大大～大正正

石石綿石綿石綿綿ににに
ご遺ご遺ご遺遺ご 族族族

仁尾仁尾尾仁尾仁
■■■■■■

（8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▼

10月31日（金）口座振替日および納期限

その他

■時10月18日（土）　午後2時～4時
■場三野町保健センター
■対 3歳～小学生（保護者同伴）
■料子ども1人1,000円（要予約）
■受10月15日（水）まで
■内仮装コンテスト、trick or treat
など

■時11月８日（土）　
午前10時～11時30分

■場三豊市役所西館
■料一般500円　会員300円
■数 50人（先着順・要予約）
■受11月５日（水）まで
■講ブィー・マン・クォン

■時11月20日（木）～23日（日）
■場エリエールゴルフクラブ
■内広報みとよ10月号を持参すると
20、21日のみ入場無料

■問産業政策課　☎73－3013

詫間中学校へ

社会福祉協議会へ

10月は、

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

2日（木）

15日（水）

17日（金）

20日（月）

21日（火）
28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
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
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
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

☆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。

市 　 県 　 民 　 税（普通徴収）（第3期分）
国 民 健 康 保 険 税（普通徴収）（第4期分）
介　護　保　険　料（普通徴収）（第4期分）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）（第4期分）

の納付月です。

山本町

詫間町

髙 橋 　 進

吉 田 明 生

大王製紙エリエール
レディスオープン市民無料招待
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