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ＪＩＣＡボランティア募集

■対青年海外協力隊は満20～39歳、
シニア海外ボランティアは満40
～69歳で、日本国籍を持つ人

■受11月4日（金）まで［書類必着］
※詳細は次のウェブサイトをご覧くだ
さい。http://www.jica.go.jp/
■問 JICA四国　☎087－821－8824
　

「香川みどりの百選」ウォーキング

■時 11月12日（土）
午前9時～午後4時30分

■場粟島・志々島（宮の下港集合）
■数 60人（小学生以下保護者同伴）
■料2,000円（専用船運賃・保険料）
■受 10月12日（水）まで※郵送は必着
詳しくは、県みどり保全課まで

■申■問県みどり保全課　
　☎087－832－3463

さぬき若者サポートステーション
の出張相談

■時 10月11日（火）山本町保健センター
　　26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

■内就職支援相談ほか
■問さぬき若者サポートステーション
☎0877－58－1080　

精神保健相談日

【思春期相談】（要予約）
■時10月17日（月） 午後２時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時10月26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

障がい者就職面接会

■時10月５日（水）
午後１時30分～3時30分

■場観音寺グランドホテル
■対就職を希望する障がい者
■持履歴書
■問ハローワーク観音寺
☎25－4521

『法の日』週間無料法律相談

■時10月５日（水）
午前9時30分～午後3時30分

■場高松家庭・簡易裁判所（高松市）
■内弁護士による面談での法律相談
■問県弁護士会事務局
☎087－822－3693

医療相談会

■時10月30日（日）
午後１時30分～３時

■場三豊合同庁舎
■対網膜色素変性症患者やその家族
■内講義「ロービジョンケアにおけ
る眼科の役割」

■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

市総合体育館10月健康大学（要予約）
【正しいトレーニング方法を学ぼう】
■時10月15日（土）
午前11時30分～午後０時30分

■内最新のスポーツ科学に基づいた注
意点やポイントの紹介

■数 10人
■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10月４日（火）、19日（水）
午後５時30分～７時
10月13日（木）午後１時30分～３時
10月16日（日）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
詫間町民俗資料館・考古館講座
【鎌で稲かり そして はでかけをしよう】
■時10月８日（土）
午前９時30分～11時30分

■場三野町吉津上条超円寺付近

■数 20人程度
■対高校生まで
※小学生以下保護者同伴

■料100円（保険料含む）　
【紫雲出山で古代のくらしを体験しよう】
■時11月3日（木）
午前９時30分～午後１時30分

■場紫雲出山遺跡館前広場
■数 40人程度（保護者同伴）
■料 500円（幼稚園児以下200円）
■申■問詫間町考古館　☎83－6858
香川大学サテライトセミナー（全6回）

■時10月20日（木）午後6時30分～
■場豊中町農村環境改善センター
■テ『海域の環境改善と資源生産力の
向上』

■内流動制御機能を持つ水産資源増
殖構造物開発の経緯などの紹介

■講香川大学　末永慶寛教授

■申■問香川大学　☎087－832－1368

ひきこもり対策研修会

■時 10月14日（金）午後１時～３時
■場市民交流センター（豊中町）
■対ひきこもりについて関心のある人
■講塚本千秋教授（岡山大学大学院）
■問県西讃保健福祉事務所
☎25－2052

第11回三豊市長杯市民ゴルフ大会
■時10月25日（火）
■場琴平カントリー倶楽部
■対市内在住、在勤の人もしくは市内
の同好会に属する人

■数 180人程度（先着順）
■料メンバー　5,800円
ビジター　6,800円

（セルフ・昼食付き）
参加料　　3,000円

■受10月13日（木）
■申■問琴平カントリー倶楽部
　☎74－7221

上高野文化センター・上高野児童
館文化祭
■時 10月22日（土）
午前９時～午後１時

■内子どもの作品展示やバザーなど
■問上高野文化センター　☎62－2377
ＲＵＮ伴２０１６（ラントモ）
　　市庁舎前応援イベント

■時10月23日（日）
午後０時50分～１時30分

■場三豊市役所
■問認知症フレンドシップクラブ西香
川事務局（西香川病院内）
☎72－5239

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

映画「人生、いろどり」

■オペラの世界　～藤原歌劇団メンバーによる～
■料  一般 500円  学生 100円  ※当日ロビーにて

イベント

■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

■時  10月18日（火）午後７時開演
■JAMES. K　昭和歌謡・映画音楽を歌う
　  with  ボーカル・大森美帆と名演奏家たち
■時  10月27日（木）午後７時開演

■歌とオカリナ  jam　
■時  11月４日（金）午後７時開演

■料  【全席指定席】
6,000円　
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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
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
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

6日（木）

17日（月）

19日（水）

21日（金）

25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

市制施行10周年記念
みとよ健康福祉まつり‘１６
　地域で支え心をつなぐ豊かな〝み
とよ″を合言葉に今年も健康福祉ま
つりを開催します。
■時10月15日（土）
午前９時30分～午後１時

■場市総合体育館およびその周辺
■内健康・福祉・子育てなどに関する
展示や体験コー
ナーのほか、歌や
おどりなどのふれ
あいステージ。出
店団体による飲食
販売、花苗・小物
などのバザーもあ
ります。

■問健康課　☎73－3014
みとよカップリングパーティ
～まち恋　第15章～
■時 11月13日（日）正午～
■場高瀬町公民館比地二分館ほか
■内野菜の収穫や農作業を行い、収
穫した新鮮野菜を使って晩御飯
づくり

■料男性3,000円、女性2,000円
■申■問市商工会豊中支所 ☎62－2275
宝くじ文化公演
オペラ「カルメン」
■時平成29年１月21日（土）
午後１時30分開場　２時開演

■場マリンウェーブ
■料全席指定 一般前売り 2,000円
高校生以下前売り　　  800円

※未就学児の同伴・入場はご遠慮く
ださい

※前売り入場券完売の場合、当日
券の販売はありません
※この公演の入場料は、宝くじの
助成により特別料金になってい
ます
その他詳細はマリンウェーブまで
■申■問マリンウェーブ　☎56－5111

　
市内図書館臨時休館のお知らせ

詫間町図書館
■時10月4日（火）～13日（木）
財田町公民館図書室
■時10月12日（水）～21日（金）
■問詫間町図書館　☎83－6828
財田町公民館図書室　☎67－0108

鳥獣被害対策の勉強会

　鳥獣被害に不安をかかえる農業
者を対象に勉強会をおこないます。
2、3 人の小グループでも開催しま
す。まずはご相談ください。
■申■問西讃農業改良普及センター
　☎62－3075

香川県漆芸研究所修了作品展示

■時平成29年１月31日（火）まで
■場宗吉かわらの里展示館

■問宗吉かわらの里展示館
☎56－2301

■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1010月の保健・相談

８月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数28件（－4）死者数０人（０）負傷者数35人（－4）

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

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
詫間福祉センター
豊中庁舎
山本庁舎
箱浦ビジターハウス
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）

3日（月）

5日（水）

11日（火）

12日（水）
17日（月）
18日（火）
3日（月）
5日（水）
6日（木）

12日（水）

19日（水）
20日（木）

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 ふれあいプラザにお

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

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

☎82－2607

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

17日（月）

7日（金）

5日（水）
19日（水）

17日（月）

～

31日（月）

市内市内市内市内市内市内市内市内市内市内市市内図図
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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

多田医院
かもだ内科クリニック
　しつかわ歯科医院
今川内科医院
細川整形外科医院
　パール歯科クリニック
小野医院
みとよ内科にれクリニック
みずた内科
松井病院
　おおした歯科医院
山地外科医院
おざきこどもクリニック
　さいとう歯科医院
平林医院
小林整形外科医院
　中西歯科医院

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

83－2121
23－4976
83－6480
62－2052
25－4290
25－8025
83－8181
25－1117
83－7218
23－2111
83－7106
72－2577
24－6789
27－9328
83－2221
25－7311
72－6057

2日（日）

9日（日）

10日（月）

16日（日）

23日（日）

30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。

10月31日（月）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▼

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

（８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。

10月は、

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）

日　程 場　　所時　間
 6日（木）
13日（木）
20日（木）
25日（火）

火葬場の休場日（11月）
■時 11月10日（木）・11月22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
詫間福祉センター
高瀬町農村環境改善センター

7日（金）
17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

香 川 晃 徳

藤 田 高 則

吉 田 誉 範

高瀬町

三野町

仁尾町

吉 田 誉 範 仁尾町

曽保小学校・曽保幼稚園へ

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

6日（木）
12日（水）
14日（金）
17日（月）
18日（火）
20日（木）
26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

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

3日（月）
11日（火）
13日（木）
14日（金）
19日（水）
20日（木）
26日（水）

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
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

4日（火）
12日（水）
18日（火）
21日（金）
25日（火）
27日（木）
28日（金）

市 　 県 　 民 　 税（普通徴収）（第3期分）
国 民 健 康 保 険 税（普通徴収）（第4期分）
介　護　保　険　料（普通徴収）（第4期分）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）（第4期分）

ボランティアに
　　登録しませんか

　当協会は、瀬戸内国際芸術祭で
ボランティアガイドを行ったり、海
外ゲストのホストファミリーになった
りと、さまざまな活動を行うボラン
ティアを募集しています。
〔ホームステイ型〕
　一般家庭での宿泊を通じて、海
外ゲストに日本の家庭生活や文化
を直接体験してもらう機会を提供。

〔語学型〕
　海外ゲストの通訳、または補佐、
イベントなどの通訳・翻訳。
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▲国際交流員
　ローラ・プレイステッド

高松 千春
ものまねショー
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