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自衛官（特別職国家公務員）募集

 

■申■問自衛隊観音寺地域事務所
　☎25－6122

　県営住宅入居者募集
■募■集■月 12月、3月（各月1～10日頃）
■資■格①住宅に困窮している②同居

親族または同居しようとする親
族がいる③収入が所定の基準
に該当している④県税などの滞
納がない⑤暴力団員でない
その他詳細はお問い合わせく
ださい

■問県建築設計協同組合 
☎087－832－3587

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時11月10日（月）午後2時～　
【心の健康相談】（要予約）
■時11月26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11月14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の
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
全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間
■時 11月17日（月）～23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■員人権擁護委員、高松法務局
　　職員

■相■談■電■話■番■号☎0570－070－810
■問高松法務局　☎087－815－5311
　さぬき若者サポートステーション

の出張相談
■時 11月７日（金）詫間福祉センター
11月10日（月）山本町保健センター
11月26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 11月18日（火）
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

■問産業政策課　☎73－3013
　　わかもの就職応援フェアWEST
■時11月26日（水）　
午後1時30分～3時30分

■場オークラホテル丸亀
■対おおむね35歳以下の中途採用希
望者、平成27年3月大学などの
卒業予定者

■問ハローワーク観音寺　☎25－4521
　　介護のしごと　就職フェア
■時11月14日（金）
午後１時30分～3時30分

■場オークラホテル丸亀
■対介護・福祉分野で就職を希望し
ている人

■問ハローワーク観音寺　☎25－4521
　　土地の筆界（境界）に関する相談所
■時11月19日（水）
午前10時～午後4時

■場高松法務局観音寺支局
■受 11月10日（月）～17日（月）まで
（要予約）
■申■問高松法務局　☎087-851-6384

プログラムで遊ぼう
■時11月16日（日）午後1時～4時
■場香川高専詫間キャンパス
■内プログラム入門言語を使用して自
由にキャラクターを動かすなどプ
ログラミングの面白さを体験

■対中学生または小学校高学年児童
■数 10人（先着順）
■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83－8507

ドキドキッ!イライラ棒を作ろう

■時11月16日（日）午後1時～3時
■場香川高専詫間キャンパス
■内自分でおもちゃを作り、ものづくりの
楽しさや完成した時の感動を体験

■対中学生または小学校高学年児童
■数 12人（先着順）
■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83－8507

かがわ生涯スポーツフォーラム

■時11月29日（土）　午後1時～4時
■場マリンウェーブ
■内スポーツイベントづくりのための講
演、たくまシーマックスのインスト
ラクターによるスポーツ体験など

■申たくまシーマックスにある参加申
込書に記入後、FAXまたは郵送

■問県保健体育課　☎087-832-3762

　　県在宅医療連携拠点事業講演会
 「死ぬまで生きる、
　　　いきいきとしみじみと」
■時11月24日(月・振休 )
午後１時30分～３時

■場観音寺グランドホテル
■講高知県四万十市大野内科院長
小笠原　望　氏

■問三豊総合病院　☎52－3366
　三豊総合病院11月の健康教室
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時健康教室
11月14日（金）午後2時～3時
調理実習
11月28日（金）午前10時～正午

【腎臓病教室】
■時11月20日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時11月13日（木）午後6時～7時
※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■問健康管理センター　☎52－2726

ファミリー健康体力測定会

■時11月30日（日）午前9時～11時
■場高瀬 B&G海洋センター
■対市内に在住・勤務・在学している
6～79歳までの健康な人

■内握力や上体起こし、前屈などを
行って自分の体力を確認し、健康

と運動に対する関心を高め、ス
ポーツに親しむ習慣を身につける

■数 100人程度（先着順）
■持動きやすい服装、体育館シューズ、
タオル、飲み物など

■申■問生涯学習課　☎62－1113
　

三豊市ホームタウンデー
J2カマタマーレ讃岐を応援しよう!

■時11月15日（土）午後1時キックオフ
■場県立丸亀競技場
■対市内在住の人。申し込み後、当
日ゲート付近で身分証明書により
住所を確認し、無料チケットと応
援グッズを配付します。

■受11月14日（金）まで
■対■戦■相■手大分トリニータ
■数 200人程度
■注 B席のみで、A席などへの変更は
できません。幼少児および「夢パ
ス」持参の小学生はチケット不要。

■申■問生涯学習課　☎62－1113　
第1回市障がい者卓球大会

■時12月13日（土）
午前10時30分～午後4時30分

■場豊中町体育館
■対 10歳以上の障がいのある人
■料500円（保険料を含む）
■受11月13日（木）まで
■申■問かがわ総合リハビリテーション
　福祉センター☎087－867－7686

■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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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

林　里美ソプラノへのいざない

■時  12月10日（水）午後７時開演
■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

■時  11月27日（木）午後７時開演
■料  一般500円　学生100円
　　（当日ロビーにて）
■出■演  林 里美、佐々木千文

みとよ獅子舞フェスティバル2014

宝くじの助成金で整備
　宝くじの助成金を受けて、山本町の西上自
治会が獅子油単と長胴太鼓を整備しました。

　市内外の獅子舞 14 組が集
結し、勇壮な舞いを披露。こ
のほか、和太鼓の演奏もあり
ます。

■時  11月13日（木）午後７時開演
■料  【全席指定席】3,000円

 一般
平成27年
１月９日（金）

 推薦
12月5日（金）

男子で中学
卒業（見込含）
17歳未満
の人

受付期限区分 資格

高等工科
学校生徒

■問総務課　☎73－3000

■問市観光協会　☎56－5880

■時11月16日（日）　12時～
■場マリンウェーブ
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　ふれあいプラザにお　文化祭
■時11月9日（日）
午前９時～午後２時

■内子どもたちの作品展示・バザーなど
■問ふれあいプラザにお　☎82－2607
宗吉かわらの里展示館
無料開放デー
■時11月22日（土）
午前9時～午後5時
粘土工作の受付は午後3時まで　

■内入館料と干支（ひつじ）の置物の
粘土工作が無料

■数 60人（先着順、午前・午後それぞ
れ30人ずつ）

■問宗吉かわらの里展示館　
☎56－2301

Enjoy Brass in みとよ♪
吹奏楽演奏会
■時11月2日（日）午後1時30分～4時
■場マリンウェーブ
■出■演高瀬・三野津・詫間・仁尾中学校、
　高瀬・笠田高校吹奏楽部など

■問高瀬中学校　☎72－3161
みとよカップリングパーティー
～まち恋　第十二章～
■時12月7日（日）午前9時30分～
■場木きん堂（山本町）
■料男性3,000円　女性2,000円
■受11月16日（日）必着
■申まち恋ホームページ
http://www.machikoi.jp/から

■問まち恋実行委員会（豊坂）
　080－3164－2689

「いいお産の日」in 丸亀会場
■時11月9日（日）
午前10時～午後３時

■場丸亀市保健福祉センター
■対出産予定や子育て中の人、育児な

どに関心のある人
■内マタニティヨーガやもく浴体験、
ベビーマッサージなど

■問助産師　中橋　☎0877－46－1202

国際ソロプチミスト観音寺
チャリティーバザー
■時11月16日（日）
午前9時30分～午後3時30分　

■場観音寺グランドホテル
■問国際ソロプチミスト観音寺
佐々木　☎27－6397

広報音訳テープを貸し出しています
　福祉課と市社会福祉協議会本所
および各支所に広報を吹き込んだ貸
し出し用カセットテープを設置してい
ます。目が見えにくく、広報を読む
ことができない人はご連絡ください。
■問福祉課　☎73－3015
社会福祉協議会　☎63－1014

市内図書館の臨時休館
【財田町公民館図書室】
■時11月７日（金）～16日（日）
【三野町図書館】　
■時11月18日（火）～28日（金）
■問財田町公民館図書室　☎67－0108
三野町図書館　☎73－3121

香川県最低賃金は702円
　10 月 1 日から香川県の最低賃金
は、時間額 702 円です。最低賃金
は必ず確認しましょう。
■問香川労働局　☎087－811－8919
写真集「懐かしの仁尾」（仮称）
予約受付開始
　明治から昭和の仁尾町の貴重な写
真を一冊の写真集に仕上げました。
■内 A4サイズ約130ページ

カラー・モノクロ写真と解説
■料1,000円
■受11月21日（金）まで
■販■売■■時■期平成27年1月から（予定）
■申■問まちづくり推進隊仁尾
　☎82－5207

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）

 6日（木）
20日（木）

12月4日（木）
11月18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

7日（金）
17日（月）

12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1111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

9月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数50件（4）死者数 1人（0）負傷者数63人（－2）

国際交流
「仁尾なつかし味めぐり」

クリスマス交流会

　国際交流協会の会員になって、在
住外国人とのクリ
スマスパーティー
に参加しましょう。

　在住外国人と一緒に、
仁尾の古い町並みを
巡るツアーに参加し
ませんか。

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

10日（月）
11日（火）
13日（木）
14日（金）
19日（水）
20日（木）
26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
三野町保健センター
市老人福祉センター（仁尾町）
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
高瀬町公民館

9：30～11：00

6日（木）
12日（水）
14日（金）
17日（月）
18日（火）
20日（木）
26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

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
仁尾町文化会館
山本町保健センター

13：30～15：00

11日（火）
13日（木）
18日（火）
20日（木）
21日（金）
27日（木）
28日（金）

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

13:00～15:00

13:00～16:00
10:00～15:00

三野町社会福祉センター
財田庁舎
仁尾庁舎
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

5日（水）

10日（月）

11日（火）
12日（水）

10:00～15:00

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

10日（月）

12日（水）

19日（水）
20日（木）

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 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
※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

☎62－2377

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

17日（月）

7日（金）

11日（火）

19日（水）
20日（木）
21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　　　

多田医院
かもだ内科クリニック
　曽川歯科医院
石井医院
河田病院
そがわ医院
宮崎内科医院
　豊永歯科クリニック
西香川病院
もりの木おおにしクリニック
　おおした歯科医院
山地外科医院
おざきこどもクリニック
　パール歯科クリニック
橋本病院
久保外科整形外科医院
藤田脳神経外科医院
香川井下病院
　篠丸歯科医院

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

83－2121
23－4976
62－2002
73－6100
25－3668
62－2357
25－1280
25－9664
72－5121
25－3291
83－7106
72－2577
24－6789
25－8025
63－3311
25－5515
72－1135
52－2215
72－3788

香香川香川香川香川県県
1
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予予約予約予約約受受受

ふれふれれふれふ あ
■■■■■

（9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）

その他

■時11月15日（土）　
午前10時20分～午後４時

■場仁尾町文化会館
■内揚げパンや天ぷらなどのなつかし
味巡り、うどん作り、和太鼓体験

■料1,500円（食事・ガイド料含む）
■数 50人（先着順・完全予約制）
■受11月12日（水）まで

■時12月14日（日）　
午後６時30分～９時

■場マリンウェーブ
■内バイキング料理、交流会、コン
サート、クイズ大会など

■料会員2,000円
一般3,000円（年会費込み）

■受12月11日（木）まで（要予約）

高瀬町体育館へ

社会福祉協議会へ

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

6日（木）

10日（月）

11日（火）

19日（水）

21日（金）
25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

高瀬クラブ（卓球部）

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5期分）
介　護　保　険　料（普通徴収）（第5期分）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）（第5期分）

12月１日（月）口座振替日および納期限
の納付月です。

11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。

2日（日）

3日（月）

9日（日）

16日（日）

23日（日）

24日（月）

30日（日）

山本町

山本町

豊田　兵造

香川　武善

詫間町森　　英昭
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