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三豊の魅力さがし写真コンテスト
作品募集（秋・冬の部）
　三豊の観光ＰＲにもってこいの写
真を募集します。
■テ“世界に発信　三豊の魅力”
秋冬のおすすめ美景スポットやイ
ベントの情景、歴史ある名所・旧跡

■賞最優秀賞１人　30,000円
優秀賞　４人　　5,000円
佳　作　10人　商工会商品券
　　　　　　　1,000円分

■受２月27日（金）まで
■問市観光協会　☎56－5880
「第3回わたしの焼き物お宝展」
展示作品募集
■受 12月2日（火）～14日（日）
■募■集■作■品焼き物のみ（展示スペース

　　に限りがあります）
■申展示館に直接持ち込み。1月６日
（火）～18日（日）の展示期間終了
後も直接引き取りに来てください。

■問宗吉かわらの里展示館 
☎56－2301

放送大学　平成27年4月生募集
　放送大学はテレビなどの放送やイ
ンターネットを利用して授業を行う通
信制の大学です。心理学・福祉・経
済・歴史など幅広い分野を学べます。

■受３月20日（金）まで
■問放送大学香川学習センター
☎087－837－9877

　精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時12月８日（月）午後２時～　
【心の健康相談】（要予約）
■時12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
　

ひきこもり親の会　（要予約）
■時12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
統合失調症家族教室
■時 12月10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
■内当事者の体験から学ぶ、交流会・
情報交換

■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12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
　さぬき若者サポートステーション

の出張相談

■時 12月８日（月）詫間福祉センター
　　15日（月）山本町保健センター
　　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

中学生のための高専数学講座

■時 12月20日（土）
午前9時30分～12時30分

■場香川高専詫間キャンパス
■内数学の過去の入試問題を解いて、
数学教員が解説

■対中学３年生
■数 20人（先着順）
■持筆記用具

■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83－8507

　　生涯学習講座
年末年始用寄せ植え教室

■時12月14日（日）　
午前9時30分～11時

■場山本町生涯学習センター
■料 2,000円
■数 25人（先着順）
■受12月５日（金）まで
■申■問山本町公民館　☎63－1041
　　みとよ歴史講座
■時12月３日（水）
「牛がいたころ
～カリコ牛をめぐる2.3の問題～」
12月17日（水）
「ことはじめ　二ノ宮さんの歴史
と文化～大水上神社研究序説～」
午前10時～11時30分

■場三野町社会福祉センター
■講宮田克成氏（市文書館）
■問宗吉かわらの里展示館
☎56－2301

　　市総合体育館　12月健康大学
【初めてのバランスボールトレー
　ニング　理論と実践】
■時12月12日（金）
午後７時～８時30分

■講四国学院大学教授　清水幸一氏
■数 20人
■料 500円

【基礎代謝を上げ
　自然に太らなくなる体質づくり】
■時12月23日（火・祝）
午前９時30分～11時

■講インストラクター　大井満明氏
■数 20人
■料 500円
※それぞれ事前予約が必要
【健康相談と運動処方】
■時12月6日（土）・7日（日）・20日（土）
午前9時～10時30分
12月17日（水）
午後７時～８時30分

■内各種トレーニング機器を使った効
果的な運動を専門のインストラク
ターがサポート

■料 200円
■申■問市総合体育館　☎72－1500
　三豊総合病院12月の健康教室
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時健康教室
12月12日（金）午後２時～３時
調理実習
12月19日（金）午前10時～正午

【腎臓病教室】調理実習
■時12月18日（木）
午前10時30分～12時30分

【夜間糖尿病教室】
■時12月11日（木）午後６時～７時
【男性の調理実習】
■時12月３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■問健康管理センター　☎52－2726
正月用寄せ植え実習
■時12月14日（日）
午後１時30分～３時45分

■場坂出市番の洲公園
■料 3,000円
■講園芸家　小田健一氏
■数 10人（先着順）
■申■問坂出緩衝緑地管理事務所
　☎0877－45－6820
　

満濃池森林公園
森林の寺子屋教室
■時12月7日（日）午前9時30分～正午
■場満濃池森林公園森林の館
■内公園の植物を使ったクリスマス
リース作り、演奏会

■料 800円
■数 30人（先着順）
■受12月５日（金）まで
■申■問満濃池森林公園管理事務所
　☎0877－57－6520

　関節リウマチ講演会
■時12月４日（木）午後２時～４時
■場丸亀市保健福祉センター
■テリウマチ患者の上肢の関節障がい
■講宇多津浜クリニック　東藤智氏
■問 RAほのぼの会　松田
☎0877－22－2582

■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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みとよ図書館フェスタ
　絵本作家「＊すまいるママ＊」の絵本
ライブとワークショップのほか、クイズ
や本のリサイクル市など、イベント盛り
だくさんの２日間!ぜひ、ご来場ください。

フルーツボックスに詰めて
ふるさと三豊の味を届けませんか
　市農業振興センターでは、三豊の
農業や生産者の応援アイテムとして
「みとよのフルーツボックス」を販売しています。

■申■問高瀬町図書館　☎72－5631

■場高瀬町農村環境改善センター

■時午後２時～３時30分
■数50人（要申込）

12月20日（土）

■場市民交流センター12月21日（日）

◆絵本の読み聞かせ
　フェルトゆび人形づくり

■時午前10時～11時30分
■数60人（要申込）

◆絵本の読み聞かせ・ハリネズミのモビールづくり

■時午後１時30分～　えいごのおはなし会
午後２時30分～　えほんのへや

◆おはなし会

■時午後１時～３時
◆図書館紹介パネル展示・図書館クイズ・本のリサイクル市など

■問市農業振興センター　☎72－6810

■仕■様  幅29.5㎝×奥行19.5㎝×高さ12.5㎝
■価■格  １枚150円

ピアノ・ヴォーカル：Naoko 
オカリナ・コーラス：Miho  ベース：Toshi

オカリナと歌 jam
■時  12月5日（金）
　　午後７時開演
■料  一般500円　学生100円
　　（当日ロビーにて）
■出■演  jam

桂文珍　独演会　一期一笑
■時  2月8日（日）午後２時開演
■料   【全席指定席】4,500円
12月6日（土）午前10時から
先行販売！　※1人10枚まで

■出■演  桂文珍　ほか

クリスマスキャロル
■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
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　　観音寺・三豊　おさかな市2014
■時12月７日（日）
午前８時30分～午後２時

■場旧観音寺競輪場
■内水産加工品の実演販売、農産物の
販売、魚のつかみ取り、抽選会など

■問三豊郡漁業組合連合会　
☎25－3963

カタリ場
■時12月18日（木）
午後１時30分～３時30分　

■場三豊市役所西館
■内クリスマス会を開催し、障がい者
と地域との交流を深める

■受12月11日（木）まで
■申■問地域生活支援センターありあけ
　☎57－5501
　福祉課　☎73－3015

仁尾町図書館　冬休み上映会
■時12月25日（木）午後１時30分～
■場仁尾町文化会館
■内アニメ「化けくらべ」「クリスマ
スのおくりもの」の上映

■数 250人
■問仁尾町図書館　☎56－9565
大人のためのおはなし会
■時12月５日（金）
午後１時30分～２時30分

■場仁尾町文化会館
■内読み聞かせグループ「げんきの
き」による絵本の読み聞かせや
手話ソングなど

■問仁尾町図書館　☎56－9565
たかせ人権福祉センター
前田児童館文化祭
■時12月13日（土）午前9時～午後2時

■場たかせ人権福祉センターおよび前
田児童館

■内子どもたちの作品展示・バザーなど
■問たかせ人権福祉センター
☎72－2501

　前田児童館　☎72－5594

干支の張子絵付け体験
■時12月14日（日）
午前10時～正午　

■場宗吉かわらの里展示館
■内干支の張子（ひつじ）に絵付けを
して、オリジナル作品を制作

■料1,500円
■数 12人（先着順）
■申■問宗吉かわらの里展示館
　☎56－2301

広報みとよを郵送しませんか
　三豊市を離れて暮らす家族や友人
に、ふるさとの便りを届けませんか。
■郵■送■■期■間平成27年1月号～12月号
■料140円切手12枚
■申「申込者の氏名・郵便番号・住
所・電話番号」と「送付先の氏
名・郵便番号・住所」を記入し、
切手を添えてお申し込みください。

■受12月19日（金）まで
■問秘書課　☎73－3001
地デジ難視対策の各種支援が
終了します
　国が実施している地デジ難視対策
のための各種支援制度は、平成２７
年３月末をもって終了します。期限
までに地デジ対策工事を完了するた
めには、１２月中の申し込みが必要
です。
■問総務省地デジコールセンター
☎0570－07－0101

工業統計調査を実施します
　工業統計調査は、従事者４人以上
の全ての製造事業所を対象に実施し
ます。ご理解とご協力をお願いします。
■問企画財政課　☎73－3010
山本町図書館臨時休館

■時12月２日（火）～12日（金）
■問山本町図書館　☎63－1041

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）
16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

5日（金）
22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1212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

10月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数39件（－11）死者数 1人（0）負傷者数57人（－6）

クリスマス交流会

外国語講座1月期
受講生募集!

　国際交流協会の会員になって、在
住外国人と交流しませんか。

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

4日（木）
10日（水）
12日（金）
15日（月）
16日（火）
18日（木）
24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
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）

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

13：30～15：00

2日（火）
9日（火）
11日（木）
16日（火）
18日（木）
19日（金）
26日（金）

認知症予防と病気への理解を深めるための教室
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
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

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

3日（水）

4日（木）

8日（月）

10日（水）

17日（水）

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 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

☎72－2501

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

15日（月）

8日（月）

９日（火）

22日（月）
24日（水）
25日（木）

※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　　　

今川内科医院
西山整形外科医院
　森歯科医院
細川病院
高室医院
　はまだ歯科・矯正クリニック
嶋田内科医院
辻整形外科医院
　高田歯科医院
森川整形外科病院
渡辺ハートクリニック内科
森クリニック
石川医院
　小林歯科医院
西香川病院
河田病院
藤田脳神経外科医院
宮崎内科医院
橋本病院
もりの木おおにしクリニック
そがわ医院
みとよ内科にれクリニック
山地外科医院
今滝医院
　多田歯科医院

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

62－2052
25－0107
25－2077
83－2211
25－8311
62－3500
73－5178
57－1100
25－3308
72－5661
23－2022
72－1567
54－5511
83－6333
72－5121
25－3668
72－1135
25－1280
63－3311
25－3291
62－2357
25－1117
72－2577
27－6218
25－3247

■
大人大人大人人大人大人大 の
■■■■

仁尾仁尾仁尾仁尾仁尾仁尾仁 町
■

カタカタカタカタカタカタリ
■■■■

干支干支干支干支干支干支支のの
■■■■■■1

工業工業工業工業工業工業工業統統

山本山本山本山本本山本山本町

広広報広報広報広報広報広報みみ
三

たかたかたかたかたかたかせせ
前田前田前田前田前田前田前 児児

■
地地デ地デ地デ地デデデジジジジ
終了終了終了終了終了しし

観音観音観音音観音観観 寺　

■■■■

（10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、
クイズ、コンサートなど

■料会員2,000円
一般3,000円（年会費込み）

■受12月11日（木）まで（完全予約制）

■言■語英会話・韓国語・中国語
■ク■ラ■ス入門～上級
■期■間１～３月（各クラス全10回）
■曜■日月～金曜日
■料会員13,000円
一般14,000円

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

4日（木）

8日（月）

9日（火）
16日（火）

17日（水）

19日（金）

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
二ノ宮地区農業構造改善センター
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

誰でも参加できる転倒予防のための体操教室

税務課からのお知らせ

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

固 　 定 　 資 　 産 　 税
国 民 健 康 保 険 税（普通徴収）
介　護　保　険　料（普通徴収）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）

（第3期分）
（第6期分）
（第6期分）
（第6期分）

12月25日（木）口座振替日および納期限

12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。

７日（日）

14日（日）

21日（日）

23日（火）

28日（日）

31日（水）

1日（木）

2日（金）

3日（土）

4日（日）

イベント

の納付月です。 社会福祉協議会へ
田中　秀都
成行キクミ
近田　典章
近藤　敬一
森　　良慥

山本町
豊中町
豊中町
三木町

川崎　秋廣
武川　貴義
石川　道治
出井　秀子

高瀬町
高瀬町
高瀬町
山本町
山本町
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