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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

県立農業大学校学生募集 （後期）

■試■験■日２月25日（木）午前９時
■数担い手養成科（修学期間２年）
野菜園芸、花き園芸、果樹園芸、
造園緑化、畜産の5コースで、計
45人

■受２月12日（金）～18日（木）
※郵送の場合は当日の消印有効
■申■問県立香川農業大学校　
☎0877－75－1141

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

　
さぬき若者サポートステーション
出張相談

■時２月１日（月）詫間福祉センター
　　　８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

司法書士無料相談会

■時２月６日（土）
午前10時～午後３時　

■場観音寺市働く婦人の家
■内相続登記などの相談、法律相談
■問県司法書士会　
☎087－821－5701

「福祉の仕事」サポートフェア
および相談・求職登録会

【サポートフェア】
■時２月10日（水）　午後１時～４時　
■場サンメッセ香川（高松市）
■内社会福祉施設などの担当者による
求人説明

【相談・求職登録会】
■時２月18日（木）　午後１時～４時
■場高瀬町農村環境改善センター

■対 福祉の職場への就職を希望する
人、福祉の仕事に関心のある人など

■内 専門員による就職あっせん、求
職登録、就職相談、職場体験の
受け付け

※就職後間もない人の福祉の仕事に
関する相談も行います。
■問県社会福祉協議会
　　　　　福祉人材センター　
☎087－833－0250

合同就職説明会

■時３月１日（火）　午後２時～４時
■場高瀬町農村環境改善センター
■対大学・短大・高専・専修学校など
の新卒者（平成28年３月卒業見
込み者・平成29年３月卒業見込
み者）および既卒３年以内の人

※出展企業は30社（予定）です。
■問産業政策課　☎73－3013

生涯学習講座
スターウォッチング
 「月と冬の星座」
■時２月13日（土）
午後６時30分～８時

■場山本ふれあい公園
■注小学生以下は保護者同伴。雨天
や曇天時はビデオ学習。

■申■問山本町公民館　☎63－1041

三豊総合病院２月の健康教室

【食べて治して、ハッピーライフ】
生活習慣を見直して糖尿病を予防
■時２月12日（金）　午後２時～３時
調理実習
■時２月26日（金）　午前10時～正午
【腎臓病教室】
■時２月18日（木）
午後３時30分～５時

【夜間糖尿病教室】（試食会）
■時 2月18日（木）
午後６時～７時30分

【肝臓病教室】
■時２月18日（木）　午後２時～４時
【男性の調理実習】
■時２月３日（水）
午前９時30分～12時30分

※各教室とも事前に予約が必要
※調理実習・試食会は600円が必要
■申■問健康管理センター　☎52－2726
市総合体育館2月健康大学

【健康相談と運動処方】（要予約）
■時 2月6日（土）、10日（水）、20日（土）
の午前9時～10時30分、19日
（金） の午後6時～7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

【正しいトレーニング方法を学ぼう！】
■時２月20日（土）　
午前10時30分～11時30分

■対トレーニングルーム会員
■内最新のスポーツ科学に基づいた
注意点やポイントを紹介

■講四国学院大学　清水幸一教授
■数 15人（要予約）
■料200円
【Ｗとぴあ講座】
■時２月21日（日）
午前９時30分～11時

■内美しく健康なボディラインを整え
るため、個別に相談を受け、骨盤
や脊柱のゆがみを改善

■講大井満明先生
■数 15人（要予約）
■料 500円
【無料体験会】（要予約）
● 健康椅子体操
■時２月16日（火）　午前10時～11時
■内座った状態で関節に負担をかけず
全身運動を行い、体の痛みを予
防、改善

● 体を整え引き締める！
　ストレッチ＆体幹トレーニング

■時２月19日（金）
午後８時10分～９時10分

■内 円柱状のポールを使ったスト
レッチで全身を伸ばし姿勢を整
え、体幹トレーニングで良い姿

勢を維持
■講高木　駿先生
■申■問市総合体育館 　☎72－1500
ガーデンセミナー

■時２月14日（日）
①松の冬期剪定
　午前9時30分～11時45分
②落葉樹の剪定
　午後1時30分～3時45分

■場坂出市番の州公園
■講日本樹木医会　小原義猛氏
■料各500円
■数各20人（先着順）
■申■問坂出緩衝緑地管理事務所　　
☎0877－45－6820

第14回讃岐うどん
つるつるツーデーウォーク

■時４月２日（土）・３日（日）
■場ＪＲ坂出駅前市民広場
■コ■ー■ス
２日　崇徳上皇・へんろ道コース
３日　瀬戸大橋・万葉の島コース

■料一般　1,800円（当日2,200円）
中高生1,000円（当日1,200円）
小学生以下は無料（保護者同伴）

■受３月５日（土）まで
■申■問ツーデーウォーク実行委員会
　☎0877－45－4401

■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

講座・教室
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男女共同参画セミナー
「母として家族としてできること
　乳がんから
　　大切なものを守るために」
■時２月３日（水）
午後2時～3時30分

■場市民交流センター（豊中町）
■講高松平和病院乳腺外科

いずもり
何森　亜由美先生

弦楽四重奏団
パシフィック・カルテット・ウィーン

一期一会
－津軽三味線 和太鼓 二胡－ 響演

■時  ２月10日（水）午後３時開演
■料  指定席3,000円　自由席2,000円

映画「あん」
■時  ２月７日（日）
①午前10時　
②午後12時30分
③午後3時

■料  一般前売り1,300円
当日1,500円
シルバー（60歳以上）は1,000円他

３０９と宇宙の音楽
■時  ２月26日（金）午後7時開演
■料  一般500円　学生100円
当日
ロビーにて

■時  2月21日 (日）午後2時開演
■料  全席自由1,000円

イベント

■時２月20日（土）正午　　 　開場
　　　　　　　13時　　　日本一名誉賞表彰式
　　　　　　　13時30分　講演会開始

■場マリンウェーブ
■講国立長寿医療研究センター
老年学・社会科学研究センター
予防老年学研究部 部長
島田　裕之先生

■注入場整理券が必要です。
券は介護保険課、各まちづ
くり推進隊（高瀬を除く）、
各出張所、マリンウェーブで２月３日（水）から
配布します。（１人３枚まで）

■問介護保険課　☎73－3017

認知症を理解するための講演会
認知症予防　最前線

受付期限

4月8日（金）

随時

予備自衛官補（一般）
予備自衛官補（技能）
自衛官候補生

区　分

■問企画財政課　☎73－3010



の納付月です。
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香川労働局からのお知らせ
　平成27年12月に、県特定（産業
別）最低賃金が改正されました。改
正後の時間給は次のとおりです。
①冷凍調理食品製造業　　750円
②はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業　850円
③電子部品・デバイス・電子回路・電
気機械器具、情報通信機械器具
製造業　　　　　　　　805円

④船舶製造・修理業、舶用機関製造
業　　　　　　　　　　860円
■問香川労働局　☎087－811－8919
　

香川運輸支局からのお願い
　年度末は窓口が大変
混雑します。自動車の
検査、廃車、名義変更
などの手続きは、お早めにお願いし
ます。
■問香川運輸支局
検査関係　☎087－882－1355
登録関係　☎050－5540－2075

福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30

日　程 場　　所時　間

高瀬町公民館（さくらの会）

13:30～15:00 詫間福祉センター（みつより会）

 4日（木）
18日（木）
3月3日（木）
2月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２２月の保健・相談

四国発!
「バレンタインプロム」

12月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数27件（－9）死者数０人（－2）負傷者数29人（－11）

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、禁煙などの相談

相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ
13:00～15:00
13:00～15:00
10:00～12:00
13:00～15:00
13:00～16:00

10:00～15:00

高瀬町農村環境改善センター
三野町社会福祉センター
財田庁舎
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

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

1日（月）

3日（水）

10日（水）

17日（水）
22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 上高野文化センター

危機管理センター
※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

13：30～16：00

13：00～16：00

9：00～17：00

職業相談

農事相談

就農相談

よろず三豊
サテライト 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

15日（月）

8日（月）

3日（水）
17日（水）

16日（火）

～

29日（月）

香川香川香川香川香川香川香川労労
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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
仁尾庁舎　
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
三豊市役所
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
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）
4日（木）
9日（火）
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
マリンウェーブ
市民交流センター（豊中町）
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
三野町保健センター
山本町保健センター

13：30～15：00

9日（火）
10日（水）
16日（火）
19日（金）
23日（火）
25日（木）
26日（金）

脳きらり教室 地域包括支援センター　☎73－3017
認知症予防と病気への理解を深めるための教室

※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

藤川医院
もりの木おおにしクリニック
　漆川歯科医院
永康病院
三野小児科医院
上枝循環器内科クリニック
久保外科整形外科医院
　野口歯科医院
しのはら医院
森内科医院
　たくま歯科医院
石井医院
クニタクリニック
　とよしま歯科医院

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

74－7977
25－3291
54－2077
83－3001
25－7788
23－7010
25－5515
25－3900
56－7222
25－7363
73－5581
73－6100
25－1577
24－5775

7日（日）

11日（木）

14日（日）

21日（日）

28日（日）

参加者
募集

※中小企業・小規模事業者の経営相談（知的財産技術相談も、よろず三豊サテライトで受け付けます）

地域包括支援センター　☎73－3017遊ビリテーション

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

日　程 場　　所時　間
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（豊中町）
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

4日（木）

8日（月）

9日（火）

17日（水）

19日（金）
23日（火）

誰でも参加できる転倒予防のための体操教室

■時 ４月２日（土）～４月５日（火）
■内 マラソン大会、交流プログラム、
韓国国内見学など

■コ■ー■ス 5㎞、10㎞、ハーフ、フル
※応援だけでも参加できます。
■対 18歳以上の健康な人、三豊走友
会の推薦が受けられる人

■数約20人程度
■料約85，000円（保険料などは別）
■受２月29日（月）まで

■時２月13日（土）午後６時～８時
■場サンリゾート仁尾
■料会員・外国人住民　2,500 円
一般　3,500円（平成27年度年
会費を含む）

■ド■レ■ス■コ■ー■ド フォーマル
■受２月10日（水）まで

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市国際交流協会　☎56－5121

※　　　　　は、栄養相談（要予約）を兼ねています

友好都市　友好都市　韓国陜川韓国陜川郡
「さくらマラソン大会」「さくらマラソン大会」
市民ランナー募集市民ランナー募集

友好都市　韓国陜川郡
「さくらマラソン大会」
市民ランナー募集

ハプチョンハプチョンハプチョン

～スポーツを通して
　　国際交流を深めましょう！～

（12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）

社会福祉協議会へ

みとよ未来技術基金へ

中山　哲治
小山　晃平
合田　順一
大平　光宏
前田児童館

高瀬町
高瀬町
山本町
三野町
高瀬町

山﨑　　徹
近井　昌明
豊嶋　健治

財田町
財田町
高松市

税務課からのお知らせ

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼
2月29日（月）口座振替日および納期限

☆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。

（第4期分）
（第8期分）
（第8期分）
（第8期分）

ふれあいパークみの　三野町
全日本サーフキャスティング連盟香川協会　三木町

旭ヶ丘産業株式会社

2月は、

▶問い合わせ　市観光協会　☎56－5880

みとよマルシェ de みやげもん
リーフレット完成

　昨年10月に開催された「みとよ
マルシェ de みやげもん」に出展
された商品を紹介したリーフレッ
トが完成しました。
　市観光協会、市役所、市商工会
などに置いてあります。ぜひ、ご
覧ください。

こいのぼりを 譲ってください
　子どもたちの健やかな成長を願
い、3月末ごろから明神川緑の砂
防公園（詫間町）などでこいのぼ
りを泳がせていますが、長年雨風
にさらされて、色あせたり破れた
りしています。
　ご家庭で眠っているこいのぼり
で、譲ってもいいものがありまし
たら、3月27日（日）までにご連絡
ください。

瀬戸内国際芸術祭2016
作品鑑賞パスポート前売り券発売中
　春・夏・秋の 3 シーズン、約
200の芸術作品を楽しめる、お得
なチケットの前売り券です。料金
は税込みで一般4,000円、高校生
2,500円 で、販売は３月19日（土）
までです。ご使用の際は各インフ
ォメーションセンター、案内所、
作品受付で実券に引き換えてくだ
さい。

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
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