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実習船「香川丸」体験乗船
参加者募集

　実習船「香川丸」に乗船し、船
内設備や実習内容を見学しながら、
瀬戸内海の風情を楽しみませんか。
■時７月17日（日）　
午前8時45分～12時

■場大崎造船所（丸亀市蓬莱町）
■対小学３年生以上、ただし中学生
以下は保護者同伴

■数 30人（先着順・要予約）
■受６月１日（水）から
■問県立多度津高等学校「体験乗船
係」　☎0877－33－2131

福祉のしごと相談・求職登録会

■時 5月12日（木）、6月9日（木）
7月14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

■内専門員による就職のあっせん、求
職登録、就職相談、職場体験の
受付
※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内　香川県福
祉人材センター
☎087－833－0250

転ばぬ先のステップアップ教室
（高瀬会場）参加者募集

■時 6月7日～9月20日（月2～3回の毎
火曜日10回コース）
午後1時30分～3時　

■場高瀬町農村環境改善センター
■対運動を制限するような疾病や痛
みの少ない65歳以上の人、独歩
可能で続けて参加できる人

■内転倒を予防するための運動教室
ストレッチ、バランス運動など
を組み合わせた複合的な運動プ
ログラム

■数 20人　（先着順）
■申■問地域包括支援センター（介護
保険課内）　☎73－3017

※市内４カ所で開催予定（山本・
豊中・三野会場。詳細は広報な
どでお知らせします）

三豊総合病院５月の健康教室

【食べて治して、ハッピーライフ】
■時５月13日（金）　午後2時～3時
【腎臓病教室】
■時５月19日（木）　午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
試食会
■時５月12日（木）
午後6時～7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円必要
■申■問健康管理センター　☎52－2726

　
生涯学習講座
「寄せ植え教室～多肉植物編～」

■時 6月5日（日）午前9時30分～11時
■場山本町生涯学習センター
■数 25人（先着順・要予約）
■料1,500円
■持ゴム手袋、直径30cmの鉢が入る
箱または袋

■受５月28日（土）まで
■申■問山本町公民館　☎63－1041
統合失調症家族教室 （要予約）

■時５月11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
■内話し合い（家族の日頃の思い等）
交流会・情報交換

■受 5月9日（月）まで
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

古文書出前講座（前期）

■時５月～７月の第３木曜日
午後７時30分～９時

■場高瀬町農村環境改善センター
■講徳島文理大学　橋詰　茂教授
■料 300 円（資料代）
■申■問生涯学習課　☎73－3135

社会保険制度実務講習

■時 6月10日（金）、17日（金）、24日
（金）午後1時10分～5時10分

■場高等技術学校丸亀校
■内基礎的な知識をもとに厚生、雇
用、労災保険制度などの事例を
解析し、実務手続き、徴収、給
付に関する実務知識を習得

■講社会保険労務士
■数 15人
■対在職者（社会保険事務初心者）
■料 3,296円（テキスト代含む）
■受５月26日（木）
■申■問高等技術学校丸亀校
　☎0877－22－2633

香川大学サテライトセミナー
微生物とバイオテクノロジー

■時 5月12日（木）午後6時30分～8時
■場豊中町農村環境改善センター
■講香川大学農学部准教授　渡邉彰氏
■問香川大学　☎087－832－1359

市総合体育館
5月健康相談・運動処方 （要予約）

　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
ターがサポートします。
■時５月１日（日） 午前9時～10時30分
10日（火） 午後6時～7時30分
19日（木） 午前9時30分～11時
28日（土） 午前10時～11時30分

■料 200円
【正しいトレーニング方法を学ぼう！】
■時 5月28日（土）　午前9時～10時

■講四国学院大学教授　清水幸一氏
■内トレーニング会員を対象に、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します。

■数 15人（要予約）　
■料 200円
■申■問市総合体育館 　☎72－1500

フラワーパーク浦島
一般花摘みイベント

■時５月15日（日）
午前10時～午後2時（雨天決行）

■場フラワーパーク浦島
※鑑賞無料。花摘み１人 300 円。
有料花摘みは当日限り。
※花摘みの本数制限あり。片手で
持てる程度。
■持ハサミ（有料で貸出可）、持ち帰
り用の袋

■問花と浦島イベント実行委員会
☎83－3639

三豊総合病院まつり
皆でつくろう　元気な地域
～のぞいてみよう　医療の世界～
■時５月8日（日）
午前9時30分～午後2時

■場三豊総合病院、健康管理センター
■内講演会や健康相談、手術室探検、
お笑いステージ、体験コーナーなど

■問三豊総合病院　☎52－3366

親子アニメ上映会
■時 5月14日（土）
午前11時～11時33分

■場仁尾町文化会館（多目的ホール）
■内「イソップものがたり」の上映
■数 250人
■問仁尾町図書館　☎56－9565
第4回ガーデンセミナー
「何でも園芸相談会」

■時 5月22日（日）
午後1時30分～3時45分

■場番の州公園　管理事務所
■数 25人（先着順）
■料 500円
■問坂出緩衝緑地管理事務所
☎0877－45－6820

第3回番の州公園　バラ祭り

■時 5月10日（火）～19日（木）
　午前10時～午後3時
■場番の州公園内
■内バラ苗販売、お茶会、オープン
セミナーなど

■問坂出緩衝緑地管理事務所
☎0877－45－6820

満濃池森林公園　春の野鳥観察会

■時 5月21日（土）　午前9時～正午
■場満濃池森林公園
■問公園管理事務所　
☎0877－57－6520

■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

お中元は三豊市商品券で！
プレミアム商品券発売！！映画　「はなちゃんのみそ汁」

■時  ５月15日（日）
①午前10時　②午後0時30分　③午後3時

■料  一般前売り1,300円、当日1,500円
高校生以下前売り800円、当日1,000円
シルバー（60歳以上）1,000円

桂こけ枝　
ふるさと寄席
■時  ６月18日（土）
開場午後1時30分　開演午後2時

■料  全席自由席2,000円
■出■演  桂こけ枝　林家菊丸　露の紫

イベント

■問三豊市商工会　☎72－3123

■販■売■価■格１セット10,000円
　　　（10,500円分の商品券）

■販■売■限■度１人10セットまで
■販■売■開■始■日６月５日（日）
　　　　午前９時～午後３時

　（先着順、１億円販売時点で終了）

■販■売■場■所商工会各事業所
■使■用■期■限12月４日（日）



2016年5月21 広報 20広報 2016年5月

5月は赤十字社員増強運動月間

　日本赤十字社では、災害などで被
害を受けた人の救援活動や救急法の
講習、血液事業の推進、奉仕団・青
少年活動など、さまざまな事業を行っ
ています。
　これらの財源は、日本赤十字社の
社員に加入して納めていただく「社
資」によって支えられています。ぜひ、
ご協力ください。
■目■標■額１世帯500円
　自治会長や婦人会長がお願いに伺
います。福祉課、市内の農協各支店
でも受け付けます。
■問福祉課　☎73－3015
こいのぼり譲渡のお礼

　ご自宅に眠っているこいのぼり譲

渡のお願いを
したところ、
たくさんの方
にご協力いた
だき、ありが
とうございました。
■問市観光協会　☎56－5880

北消防署移転のお知らせ
　新庁舎が完成し、4月27日から業
務を開始しました。
■住■所高瀬町下勝間
　2344番地1

■電■話■■番■号 72－2119
■F■A■X 56－2780

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）

 12日（木）
6月2日（木）
24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
山本町保健センター
高瀬町農村環境改善センター　

6日（金）
23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５5月の保健・相談

ホストファミリー募集

３月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数20件（－7）死者数１人（１）負傷者数26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
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
市民センター仁尾（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

2日（月）
6日（金）

9日（月）

10日（火）
11日（水）
16日（月）
2日（月）

11日（水） 10：00～15：00

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
※対象地域は高瀬・山本・財田

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
（要予約）

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

16日（月）

9日（月）

11日（水）
25日（水）

16日（月）

～

31日（火）
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※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

そがわ医院
かもだ内科クリニック
　篠丸歯科医院
しのはら医院
富士クリニック
安藤内科医院
中央クリニック
多田医院
三野小児科医院
平林医院
細川整形外科医院
　あらき歯科クリニック
森川整形外科病院
みとよ内科にれクリニック
　三宅歯科医院
みずた内科
松井病院
　かもだ歯科医院
藤田脳神経外科医院
たしろ医院
　ただ歯科医院

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

62－2357
23－4976
72－3788
56－7222
25－3692
72－5018
25－0755
83－2121
25－7788
83－2221
25－4290
23－4182
72－5661
25－1117
63－8500
83－7218
23－2111
23－3020
72－1135
25－8413
56－2762

1日（日）

3日（火）

4日（水）

5日（木）

8日（日）

15日（日）

22日（日）

29日（日）
ホームステイ中の活動例

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）

10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：30
13：30～14：30
10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：00

日　程 場　　所時　間
市民交流センター（豊中町）
高瀬町農村環境改善センター
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
仁尾町文化会館
二ノ宮地区農業構造改善センター

2日（月）

12日（木）

18日（水）

20日（金）

24日（火）

地域包括支援センター　☎73－3017

みとよ元気運動塾（旧遊ビリテーション）
誰でも参加できる
転倒予防のための運動教室

■時５月15日（日）
午前9時30分須田港集合

■料一般3,000円　会員2,000円
■数 150人（先着順・要予約）
■受５月12日（木）まで

■期■間 7月、8月中　５日間

平日（昼間）：当協会の交流事業に参加
週末（終日）：ホストファミリーと過ごす

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市国際交流協会　☎56－5121

粟島探検ツアー

（３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

高瀬町体育館へ

高橋　英勝
綾 　 弘 文
石田ミチ子
滝本　靜雄

山本町
三野町
豊中町
豊中町

　外国人住民と一緒に
粟島の魅力を満喫しませんか？
バーベキューやハイキングなどを
通して楽しく交流しましょう。

　海外からのゲストを受け入れてく
れるホストファミリーを募集してい
ます。価値観や文化を共有できる
素敵な体験をしてみませんか？

☆軽自動車税を納付書で納めた人は、領収書に車検時に必要な納税証明書が
　ついています。大切に保管してください。
☆口座振替で納めた人へは、６月中旬に納税証明書（ハガキ）を送付します。
☆納期限内に納めましょう。

税務課からのお知らせ

５月31日（火）
５月は、 軽自動車税  の納付月です。

口座振替日および納期限

■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。

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼ 高瀬卓球クラブ

最優秀賞「クライマックス」
三木雅也

三豊の魅力さがし写真コンテスト
　　　　　　　（秋・冬の部）審査結果発表！

■問市観光協会　☎56－5880

【最優秀賞】三木雅也（観音寺市）
【優秀賞】
　矢野秀明・近藤光平（三豊市）
　米谷純（観音寺市）、大矢根武夫（三木町）
【佳作】
　中野豊廣・嶋田尚志・高橋英勝・
　石角尚義 2点（三豊市）、三島利幸・
　米谷純・中村哲夫（観音寺市）、
　永井歩子（丸亀市）、大坪邦仁（宇多津町）　　敬称略・順不同
　※入賞作品はマリンウェーブに展示しています。

☆市税などの納付は、便利な口座振替をご利用ください。

西讃保健福祉事業所　☎25－2052精神保健相談

14:00～16:00
13:45～15:45

日　程 場　　所時　間
9日（月）
25日（水） 西讃保健福祉事業所

※9日は思春期相談、25日は心の健康相談 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

市民センター仁尾（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

2日（月）
10日（火）
12日（木）
13日（金）
18日（水）
19日（木）
25日（水）

日　程 時　間 場　　所
山本町保健センター
詫間福祉センター
豊中町保健センター
三野町保健センター
市民センター仁尾（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

11日（水）
12日（木）
13日（金）
16日（月）
17日（火）
19日（木）
25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
三野町保健センター
仁尾町文化会館
山本町保健センター

13:30～15:00

10日(火)
11日(水)
17日(火）
20日（金）
23日（月）
24日（火）
27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

市役所
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