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警察官募集（高校卒業程度）

■対昭和63年４月２日から平成11年
４月１日までに生まれた人

■受 9月27日（火）まで
■問三豊警察署　☎72－0110
　

県営住宅入居者募集

■募■集■月９月、12月、３月
　　（各月1日～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

戦没者遺児による慰霊友好親善
事業の参加者募集
■内父などの戦没した旧戦域を訪れ、
慰霊追悼を行い、同地域の住民
と友好親善をはかる

■問県遺族連合会　
☎087－831－6081

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時９月12日（月）午後２時～

【心の健康相談】（要予約）
■時 9月28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９月５日（月）詫間福祉センター　
　 28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
　

司法書士・土地家屋調査士・
行政書士による合同無料相談会

■時10月１日（土）
午前10時～午後３時

■場高瀬町農村環境改善センター
■内相続などの不動産登記や境界の
問題、その他身近な法律相談など

■問県司法書士会　
☎087－821－5701

不動産鑑定無料相談会

■時10月７日（金）
午前10時～午後４時

■場【高松会場】県庁東館
【丸亀会場】丸亀市役所

■内土地、建物などの不動産価格や土
地取引に関すること

■問県不動産鑑定士協会　
☎087－822－8785

生活習慣病予防のための運動教室
「脂肪とれとれ教室」
【豊中会場】
■時10月11日（火）～平成29年２月28
日（火）までの全10回
午後１時30分～３時

■場豊中町農村環境改善センター
【財田会場】
■時10月14日（金）～平成29年２月24
日（金）までの全10回
午前10時～11時30分　

■場財田町公民館
■内ストレッチング、筋肉トレーニ
ング、正しい歩行を学ぶ

■講たくまシーマックス
インストラクター

■対運動習慣をつけたい40歳～74歳
までの健康で続けて参加できる人
※平成26、27年度の参加者は除く

■数各会場40人（先着順）
■持体育館シューズ、ヨガマットま
たはバスタオル、飲み物

■受 9月13日（火）午前８時30分～
■申■問健康課　☎73－3014

市総合体育館9月健康大学（要予約）

【正しいトレーニング方法を学ぼう】
■時 9月24日（土）
午前10時30分～11時30分

■内体力測定の結果に基づいた注意
点やポイントの紹介

■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９月２日（金）
午前10時～11時30分
９月14日（水）　
午後５時30分～７時
９月17日（土）、24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
精神保健福祉ボランティア講座

■時 9月30日（金）、10月19日（水）、
11月16日（水）の全３回

■場西讃保健福祉事務所　
■対三豊市または観音寺市在住で精
神保健福祉ボランティア活動に関
心のある人

■数 30人（先着順）
■受 9月23日（金）まで
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

古文書出前講座（後期）

■時９月～12月までの第３木曜日
午後７時～８時30分

■場高瀬町農村環境改善センター
■料 300円（資料代）
■申■問生涯学習課　☎73－3135
弓道体験教室

■時平日コース　10月12日（水）～26
日（水）までの毎週月・水曜日
午前９時30分～11時30分
休日コース　10月8日（土）～29日
（土）までの毎週土曜日と10月10
日（月・祝）の全５回
午前９時30分～11時30分

■場市弓道場
■数各コース15人（先着順）
■対18歳以上
■料2,000 円（５回分）
■受 9月26日（月）まで
■申■問市弓道場　☎83－6221
バウンドテニス教室

■時10月2日（日）～23日（日）までの毎
週日曜日の全４回
午後７時30分～９時

■場市総合体育館
■対中学生以上
■持体育館シューズ、タオル、飲み物
※ラケットは貸出します。

■受 9月23日（金）午後５時まで

■申■問市体育協会事務局
　☎56－6251

ゆるキャリ座談会 （要予約）

■時９月28日（水）
午前10時～11時45分

■場豊中町保健センター
■内働きたい女性の就業支援
■注託児が必要な人は、9月13日（火）
までに申し込みが必要

■申■問 NPO法人　働く女性研究会
　☎0877－43－3921

高瀬町図書館リサイクル市

■時 9月16日（金）、17日（土）
午前９時30分～午後４時
（無くなり次第終了）
■場高瀬町図書館
■内保存期間が過ぎた月刊・隔週雑
誌や付録などを無料で譲ります

■注１人５冊、付録は１点まで
■問高瀬町図書館　☎72－5631

吹奏楽団
WESTロビーコンサート
■時９月24日（土）
午前９時45分～11時

■場山本町生涯学習センター
■問山本町公民館　☎63－1041

■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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高嶋ちさ子　12人のヴァイオリニスト
MUSE ～Best 12 Harmony～

中村雅俊
CONCERT TOUR 2016
“L-O-V-E”Acoustic Unit

映画「人生いろどり」

■時  12月４日（日）午後２時30分開演
■料  【全席指定席】Ｓ席：5,800円　Ａ席：5,300円
■出■演  高嶋ちさ子　12人のヴァイオリニスト
　 村松亜紀（ピアニスト）

イベント

企業の悩み、香川県よろず支援拠点が相談に応じます

■時  10月９日（日）
①午前10時30分
②午後1時　
③午後3時30分

■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）いつでも1,000円　

■時  10月23日（日）
午後3時30分開演

■料  【全席指定席】
6,000円　

　毎月 2 回、危機管理センターで経営相談を行って
います。「資金繰りが難しい」「商品が売れない」な
どどんなお悩みにも専門家が対応します。相談日は、
毎月「保健・相談」ページ（よろず三豊サテライト）
でお知らせしています。
■問産業政策課　☎73－3013

9月は「かがわ認知症予防月間」です
　65歳以上の約4人に1人が認知症の人またはその
予備群と言われています。今後、団塊の世代の高齢
化が進む中でさらに増加すると予測されています。
市では、「認知症になっても安心して暮らせるまち」
を目指して、認知症を正しく理解し、認知症の人や
その家族を見守る応援者を養成する「認知症サポー
ター養成講座」と専門知識を持つチーム員が約６カ
月間包括的集中的に支援する「認知症初期集中支援
推進事業」を行っています。
■問地域包括支援センター　☎73－3017

　突然の事故や急な病気の
時には、迅速に適切な応急
手当や救急医療が行われる
ことが大切です。県内各地
の消防本部では、救急の日
を記念し、救急医療の制度
や救命・応急手当などのイ
ベントや実技講習会が開催
されます。もしもの時のた
めに、正しい知識と
技術を身に付けて
おきましょう。
■問三観広域北消防署
　☎72－2119

９月４日から10日は
救急医療週間です！
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女性が輝く地域づくり講演会

■時 10月１日（土）
午後２時～３時40分

■場市民交流センター
■講高野　優氏
（育児漫画家・エッセイスト）
■数 200人（先着順）
■受 9月28日（水）まで
■注託児所あり（要申込）
■申■問企画財政課　☎73－3010
アイランドウォーク瀬戸内

■時10月23日（日）
午前８時　受付開始
午前８時30分　観音寺駅出発

■内瀬戸内国際芸術祭開催中の伊吹
島で、アートと島歩き

■対市内在住または市内勤務の人
■料大人1,500円　小学生以下1,000円
■受 9月5日（月）から
■申■問市体育協会　☎56－6251

　市内図書館臨時休館のお知らせ
仁尾町図書館
■時 9月13日（火）～22日（木）
豊中町図書館
■時 9月27日（火）～10月6日（木）
■問仁尾町図書館　☎56－9565
豊中町図書館　☎62－6430

9月10～16日は、自殺予防週間です

　「うつ病」と「自殺」は深い関係
があります。悲しい、憂鬱な気分、
自分は価値がないと考えるなどの
ような症状が 2 週間以上続いてい
る場合は「うつ病」の恐れがあり
ます。

【家族や身の回りの人ができる４つ
　のこと】
①変化に気づき、声をかける②本
人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
③早めに専門家への相談を促す④
じっくりと見守る
■相■談■■窓■口福祉課　☎73－3015

地域生活支援センター
ありあけ　☎57－5501
西讃保健福祉事務所
保健対策課　☎25－2052

ハイクリーンかがわ（有機肥料）
を販売します

　この肥料は、し尿・浄化槽汚泥
を強制発酵させた完全有機肥料で
す。１袋15㎏入り50円で、10袋単
位で予約販売します。購入希望者
は、水処理課まで電話で申し込み
ください。
■申■問水処理課　☎73－3125
法定調書へのマイナンバーの記載
が必要となりました

　社会保障・税番号（マイナンバー）
制度の導入により、平成 28 年 1 月
1 日以降に支払いが確定した報酬や
不動産の賃借料などの支払いに関す
る法定調書には、マイナンバーの記
載が必要になりました。支払いを受
ける個人は支払者にマイナンバーを
提供する必要があります。
■問観音寺税務署　☎25－2191

■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99月の保健・相談

７月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数32件（９）死者数０人（０）負傷者数39人（９）

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
10:00～15:00
13:00～15:00
13:00～15:00
10:00～12:00
13:00～15:00
13:00～16:00
10:00～15:00

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

5日（月）

7日（水）

12日（月）

13日（火）
14日（水）
5日（月）

14日（水）

21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 たかせ人権福祉センター

危機管理センター
※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

危機管理センター
※中小企業などの経営相談

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

☎72－2501

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

20日（火）

7日（水）

7日（水）
21日（水）

16日（金）

～

30日（金）

豊
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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

岩崎病院
森内科医院
　小林歯科医院
橋本病院
クニタクリニック
　河田歯科医院
そがわ医院
富田内科医院
　篠丸歯科医院
森クリニック
辻整形外科医院
森川整形外科病院
クリニック池田
嶋田内科医院
西山整形外科医院
　高田歯科クリニック

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

83－6011
25－7363
83－6333
63－3311
25－1577
23－1181
62－2357
24－0180
72－3788
72－1567
57－1100
72－5661
23－1500
73－5178
25－0107
23－2355

4日（日）

11日（日）

18日（日）

19日（月）

22日（木）

25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。

9月30日（金）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
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
豊中庁舎
詫間福祉センター

5日（月）
8日（木）
9日（金）
13日（火）
15日（木）
21日（水）
28日（水）

日　程 時　間 場　　所
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
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
市民センター仁尾（仁尾庁舎）
高瀬町公民館

9:30～11:00

1日（木）
9日（金）
12日（月）
14日（水）
15日（木）
20日（火）
28日（水）

よろず三豊
サテライト

▲

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

（７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３期分）
（第３期分）
（第３期分）

９月は、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)

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）

 1日（木）
8日（木）
15日（木）
27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
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
仁尾町文化会館
三野町保健センター

13日（火）
14日（水）
16日（金）
20日（火）
23日（金）
27日（火）
28日（水）

火葬場の休場日（10月）
■時 10 月 ６日（木）
10月18日（火）

■問環境衛生課　☎73－3007

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

2日（金）
26日（月）

人間関係の悩みやうつ病などの心の病気、障がい福祉サービスの相談

白川　敬三

山本　和人

大平　　巧

和光中学校

小野　茂樹

山本町

三野町

豊中町

財田町

高瀬町

矢野　輝雄

加 賀 　 仁

小畑孝一郎

財田町

財田町

観音寺市

■時11月22日（火）～27日（日）
５泊６日間

■内三豊市→三原県・西安→北京→
上海→三豊市

■数 15人（先着順・要予約）
■料約15万円
■受10月６日（木）まで

■時10月１日（土）
午後３時～
　４時30分

■場マリンウェーブ
■料一般3,000円
会員2,000円

■数 30人
■受９月28日（水）（先着順・要予約）

　友好都市である中国陝西省三原県
を訪れませんか。両県市の絆を深め
ましょう！

　10月から粟島で「瀬戸内国際芸術
祭2016」が開催されます。海外のゲ
ストへのおもてなし英語の基礎を
学びましょう。

中国スタディツアー

英語でおもてなし講座

下高瀬幼稚園へ

提供：中国国家観光局（大阪）

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

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
マリンウェーブ
荘内自然休養村センター
二ノ宮地区農業構造改善センター
三野町保健センター
仁尾町文化会館

1日（木）

12日（月）

21日（水）

27日（火）

30日（金）

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


	22-23
	24-25

