
マリンウェーブ　☎56－5111マリンウェーブ情報

2016年8月23 広報 22広報 2016年8月

自衛官（特別職国家公務員）採用案内

■問自衛隊観音寺地域事務所　
　☎25－6122
　

三豊総合病院企業団職員募集

　
※詳しくはホームページにて
■問三豊総合病院人事課　
　　☎52－3366
三豊の魅力さがし写真コンテスト
夏の部 作品募集！
　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
夏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９月30日（金）まで
■申■問市観光協会　☎56－5880

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

■時８月８日（月）山本町農村環境改善
　　　　　　センター　　　
　　31日（水）豊中町農村環境改善
　　　　　　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

詫間町民俗資料館・考古館
夏休み親子体験講座

「戦争中の資料から考える　人々のくらし」

■時８月７日（日）午後１時30分～3時
■内戦争体験者の話など
■数 20人程度
■対小学生以上（一般参加も可）
「ミニ鬼瓦づくり」
■時８月13日（土）
午前９時30分～11時30分

■数 20人程度
■対小学生まで（小学生低学年以下
は保護者同伴）

■料200円（保険料を含む）
「民具写生会」
■時 8月17日（水）午後2時30分～
■内民具の説明後、写生
■対小学生まで（小学生以下は保護者
同伴）

「古代人と星・星座」
■時８月24日（水）
午後７時30分～８時30分

■内土星や夏の大三角を観察
■申■問詫間町民俗資料館・考古館
　☎83－6858

市総合体育館8月健康大学（要予約）

【正しいトレーニング方法を学ぼう】
■時８月13日（土）
午前10時30分～11時30分

■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します。

■講四国学院大学教授　清水幸一先生

【健康相談と運動処方】
■時 8月12日（金）午後4時30分～6時
13日(土）、25日（木）、27日（土）　 
午前9時～10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
生涯学習講座　スターウォッチング
 「月と星の観察」

■時８月13日（土）午後8時～9時30分
■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
小学生夏休み卓球教室

■時８月の毎週火・土曜日
午後７時30分～９時

■場高瀬町民体育館（高瀬中学校横）
※直接体育館にお越しください
■対市内の小学生
■持体育館シューズ、飲み物、タオル、
用意できる人はラケット

■問市体育協会卓球部
嶋田　　090－7622－9000

転ばぬ先のステップアップ教室

〈豊中会場〉
■時 9月8日～12月15日（月２～３回の
毎週木曜日10回コース）

午後１時30分～３時　
■場豊中町農村環境改善センター
〈三野会場〉
■時10月７日～平成29年１月20日（月
2～3回の毎週金曜日10回コース）
午後１時30分～３時　

■場三野町保健センター
■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
を組み合わせた運動プログラム

■数各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

※今年度はこの２会場で終了します。

わくわく子育て塾（三豊開催）

■時８月２日（火）
午前10時30分～午後２時

■場豊中町農村環境改善センター
■テ夏休みの親と子
■数 30人（先着順）
■料 500円（軽食含む）、テキスト代
200円

■申■問家庭倫理の会高松市　山地
　　090－4500－0907
　☎62－6539

統合失調症家族教室 （要予約）

■時８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
■内統合失調症ってどんな病気？
交流会・情報交換

■受８月８日（月）まで
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

音訳ボランティア養成講習会 （初級）

■時９月７日～平成29年２月15日（毎
週水曜日20回コース）
午後１時30分～３時30分

■場視覚障害者福祉センター（高松市）
■内視覚障がい者のための録音図書
を製作するボランティアの養成

■数 20人
■受８月24日（水）まで
■料テキスト代1,500円程度
■注受講希望者は８月17日（水）午後
１時30分から視覚障害者福祉セ
ンターで行う説明会（申込み不要）
への参加が必要です。

■申■問視覚障害者福祉センター
　☎087－812－5563

県立保健医療大学第１回公開講座
「健やかに生きよう」

■時 8月26日（金）午後2時～4時15分
■場県立保健医療大学
■数 150人（先着順）
■受 8月19日（金）まで
■申■問県立保健医療大学事務局
　☎087－870－1212

■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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おやじバンドライブ！ ビリーズ
陸上自衛隊第14音楽隊 
三豊市サマーコンサート

おやじバンド大集合！！

フルートとピアノ デュオコンサート

映画「サクラ花」

■時  ８月10日（水）午後７時 開演 ■時  ８月27日（土）
午後２時 開演

■時  ９月４日（日）
午後１時 開演

■料  【全席自由席】
一般 1,000円
高校生以下 500円

■出■演  京極テリーズ、
　 ピーチボーイズ、
　 ALL G’s 、哀愁バンド　

■時  ８月25日（木）午後７時 開演
■出■演  フルート：尾崎智子、ピアノ：澤田恭子
■料  両日とも一般500円　学生100円（当日ロビーにて）

■時  ８月14日（日）
①午前10時　②午後1時　③午後3時

■料  【全席自由席】
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

※当日は桜花および詫間海軍航空隊の資料展も開催

応募締め切り
9月15日（木）看護補助者・調理師

区　分

■問  危機管理課　
☎73－3119

　宝くじの助成金を受
けて、山本町の辻地区
自主防災会が防災資機
材を整備しました。

※入場整理券が必要。８月
１日（月）からマリンウェー
ブ、各支所などで配布。

宝くじの助成金で
整備しました

応募締め切り
随時受付中

8月1日（月）
～9月8日（木）

自衛官候補生
一般曹候補生

区　分

海上・航空自衛隊
航空学生
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竹内しんぜん 
フィギュアで綴るゴジラ展

■時８月９日（火）～
10月10日（月・祝）
月曜休館（祝日開館、
その翌日は休館）
午前 9時～午後 5時

■料15～64歳は100円
■問宗吉かわらの里展示館　
☎56－2301

第30回鵜足津福祉会ふれあい広場

■時８月28日（日）午後６時～８時
■場高瀬荘（高瀬町佐股乙425-3）
■問高瀬荘　☎74－7811

農薬は正しく使いましょう！

①農薬使用基準（適用作物、使用量・
希釈倍数、使用時期、使用回数）
を守りましょう。
②住宅地周辺では農薬の飛散防止
対策を立てるとともに、周辺住

民に配慮しましょう。
③農薬の飛散を減らすため、散布時
の基本的事項を励行しましょう。
④農薬を販売するときには、登録
のある農薬を扱うとともに、購
入者が適正に使用するよう正し
く説明しましょう。
■問県農業経営課
☎087－832－3411

75歳の歯科健診が始まります

　４月１日時点で 75 歳の人は、後
期高齢者医療制度で歯科健診を無
料で受けられます。受診券は６月
に郵送しています。
■問県後期高齢者医療広域連合事務局
☎087－811－1866

下水道排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験

■時10月18日（火）午後２時～４時
■場高松テルサ
■受８月31日（水）まで
■申■問高松市上下水道局
　☎087－839－2718

福祉課　☎73－3015こころの相談

■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88月の保健・相談

　６月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数23件（－12）死者数０人（０）負傷者数30人（－13）

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
10:00～15:00
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
市民センター仁尾（仁尾庁舎）
詫間福祉センター
豊中庁舎
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
市民センター仁尾（仁尾庁舎）

1日（月）
3日（水）

8日（月）

9日（火）

10日（水）
1日（月）
3日（水）
4日（木）

10日（水）

17日（水）
22日（月）

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）

9：00～17：00
（要予約）

職業相談

農事相談

就農相談

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

8日（月）

8日（月）

3日（水）
17日（水）

16日（火）

～

31日（水）

農薬農薬農薬薬農薬農薬は
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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

上枝循環器内科クリニック
中央クリニック
　田中歯科医院
細川病院
小山医院
石井医院
羽崎病院
　クロダ歯科医院
藤田脳神経外科医院
三野小児科医院
　曽川歯科医院
西香川病院
石川医院
　多田歯科医院

豊中町
観音寺市
仁尾町
詫間町
観音寺市
高瀬町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
豊中町
高瀬町
観音寺市
観音寺市

23－7010
25－0755
82－4780
83－2211
25－2354
73－6100
25－3382
25－8348
72－1135
25－7788
62－2002
72－5121
54－5511
25－3247

7日（日）

11日（木）

14日（日）

21日（日）

28日（日）

☆納期限内に納めましょう。

☆市税などの納付は、便利な口座振替をご利用ください。

8月31日（水）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▼

日　程 時　間 場　　所

10:00～11:00

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

市民センター仁尾（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

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
詫間福祉センター
三野町保健センター
市民センター仁尾（仁尾庁舎）
高瀬町公民館
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）
山本町保健センター

9:30～11:00

4日（木）
8日（月）
9日（火）
24日(水）
25日（木）
26日（金）
31日（水）

イベント

よろず三豊
サテライト

■言■語英会話、スペイン語、フランス
　語、韓国語、中国語

■時９月～ 12月の週 1回
（各クラス全12 回、場所や曜日
はクラスによって異なります）

■料一般16,600円（年会費込）
会員15,600円

■時９月17日（土）
午後2時30分
～４時

■場豊中町保健センター
■内コロンビアの文化やコーヒーに
ついて学ぶ

■料一般1,500円　会員1,000円
■数 50人（先着順・要予約）
■受９月15日（木）まで

　みとよでさまざまな国の言語を学
びませんか？ 自分にぴったりのク
ラスを見つけて外国人講師と楽しく
外国語を学びましょう！

　2015年、コロンビアで見事コー
ヒー女王に輝いた三豊市出身の内
田有理さんと一緒にコーヒーを飲
み比べながら楽しい時間を過ごし
ませんか。

【最優秀賞】横山　彰（観音寺市）

【優秀賞】図子津子（三豊市）、三島利幸・
米谷　純（観音寺市）、大坪邦仁（宇多津町）

【佳　作】臼井　哲 2点・真鍋　学（三豊市）、斉藤延子2点・
横山　彰（観音寺市）、山田富士夫（丸亀市）、大坪邦仁（宇多津町）、
横井博文（高松市）　　　　　　　　　　　　　　　　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。
■問市観光協会　☎56－5880

外国語講座９月期

コーヒー女王と学ぶ
コロンビア文化講座

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市国際交流協会　☎56－5121

　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
安藤 　陽徳
亀山　 芳徳
秋山　 　実
白井　 清雄
山瓶子次男

山本町
三野町
豊中町
詫間町
仁尾町

安藤　 典子
近井　 　守
大杉 　雅信
大西 　章博

仁尾町
財田町
財田町
財田町

浅野　清文　三野町

歌謡会華クラブ 山本町

（６月受付分）心温まる贈りもの税務課からのお知らせ

の納付月です。

（第2期分）
（第2期分）
（第2期分）
（第2期分）

８月は、

※　　　　　は、健診結果相談会を兼ねています

市　県　民　税（普通徴収）
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)

曽保幼稚園・曽保小学校・仁尾中学校へ

三豊の魅力さがし写真コンテスト
春の部 審査結果発表！

最優秀賞 「大きくなあれ！！」

福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30 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）
9月1日（木）
8月23日（火）

日　程 場　　所時　間

日　程 時　間 場　　所

13：30～15：00

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

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

9日（火）
10日（水）
16日（火）
17日（水）
23日（火）
25日（木）
30日（火）

10:00～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30

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
山本町保健センター

5日（金）
22日（月）
9月2日（金）
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