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第３回市障がい者卓球＆卓球バ
レー交流大会参加者募集

■時12月10日（土）
午前10時30分～午後4時30分

■場市総合体育館
■対【卓球の部】10歳以上で障がいの
ある人
【卓球バレーの部】どなたでも
■料【卓球の部】1人500円
【卓球バレー】1チーム1,000円
■受11月12日（土）まで
■申■問かがわ総合リハビリセンター
　☎087－867－7686

精神保健相談日

【思春期相談】（要予約）
■時11月14日（月） 午後２時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時11月30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 11月7日（月）詫間福祉センター　
　　24日（木）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　

無料調停相談会

■時11月27日（日）
午前10時～午後3時

■場常磐総合コミュニティセンター
（観音寺市）
■問観音寺調停協会　☎25－3467

全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間

■時11月14日（月）～20日（日）
午前８時30分～午後７時
土日は午前10時～午後５時

■相■談■電■話■番■号☎0570－070－810
■問高松法務局　☎087－815－5311

市総合体育館11月健康大学（要予約）
【正しいトレーニング方法を学ぼう】
■時11月26日（土）
午前10時30分～11時30分

■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11月５日（土）午後2時～3時30分
11月10日（木）午後1時～2時30分

11月15日（火）午後6時～7時30分
11月26日（土）午前9時～10時30分

■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
【足踏み脱穀機で稲の脱穀・
　唐箕（とうみ）で選別をしよう】
■時11月13日（日）
午前９時30分～11時30分

■数 20人程度
■料100円（保険料含む）　
【杵と石臼で餅つきをしよう】
■時12月３日（土）
午前9時～11時30分

■料 300円（保険料含む）
■申■問詫間町民俗資料館・考古館
　☎83－6858

統合失調症家族教室（要予約）

■時11月９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
■受11月７日（月）まで
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

山本町公民館 生涯学習講座

スターウォッチング「月と秋の星座」
■時 11月５日（土）
午後７時～８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

寄せ植え教室～年末年始編～
■時12月4日（日）午前9時30分～11時
■場山本町生涯学習センター
■料 2,000円
■受11月26日（土）まで
■申■問山本町公民館　☎63－1041
スポーツリズムトレーニング教室
（要予約）

■時11月19日（土）
午前9時30分～11時30分

■場豊中町体育館
■対小学生以上ならどなたでも（親子
参加可）

■料 300円（保険料含む）
■持運動しやすい服装、体育館シュー
ズ、飲み物、タオル

■受11月10日（木）まで
■申■問市体育協会　☎56－6251
三豊総合病院11月の健康教室
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時 11月11日（金）午後2時～3時
【腎臓病教室】
■時 11月17日（木）
午後３時30分～５時

【夜間糖尿病教室】
■時 11月10日（木）午後６時～７時
※各教室とも事前予約が必要
■申■問健康管理センター
　☎52－2726

香川大学サテライトセミナー
【瀬戸内地域活性化プロジェクトの
　活動と地方創生】
■時11月10日（木）
午後６時30分～８時

■場豊中町農村環境改善センター

■問香川大学事務局
☎087－832－1368

市発達障害等支援連携会議
一般講演会（要予約）

■時11月6日（日）午後2時～3時45分
■場三豊市役所西館
■内発達障がいの特性を持つ大人の
支援について

■申■問福祉課　☎73－3015

発達障がい者の就労支援を考え
る・シンポジュウム

■時12月4日（日）午後2時～3時30分
■場市民交流センター（豊中町）
■対就労に関心がある発達障がい者
と家族

■問支援センターウィズ　☎24－8111

■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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吉川よしひろ
ひとりチェロリサイタル

津軽の響き

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

■料  一般 500円  学生 100円  ※当日ロビーにて

イベント

■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

■料  【全席自由席】
前売り2,500円、当日3,000円

■時  平成29年１月28日（土）
午後２時開演

■時  12月8日（木）午後７時開演

■出■演  津軽三味線：戸村恵理、筒井茂広
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みとよ元気体操DVD完成試写会
＆実技体験（要予約） ※団体向け

■時11月28日（月）午後2時～3時
■場高瀬町農村環境改善センター
■申■問地域包括支援センター
　（介護保険課内）　☎73－3017

パーキンソン病患者の会 すみれ会

■時 11月28日（月）午後1時30分～3時
■場西讃保健福祉事務所
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

生活研究グループ活動展
■時11月24日（木）～30日（水）土日除く
午前10時～午後3時

■場危機管理センター
■問農業振興課　☎73－3040
　

ふれあいプラザにお　文化祭
■時11月13日（日）
午前10時～午後1時30分

■問ふれあいプラザにお  ☎82－2607
たかせ人権福祉センター
前田児童館　文化祭
■時12月3日（土）午前9時～午後2時
■問たかせ人権福祉センター　
☎72－2501
前田児童館　☎72－5594

Enjoy Brass in みとよ♪

■時11月５日（土）午後１時開演
■場マリンウェーブ
■問高瀬中学校（南） ☎72－3161
企画展「丸山窯跡と十瓶山窯跡群」

■時11月1日（火）～30日（水）
午前9時～午後5時

■場宗吉かわらの里展示館
■問宗吉かわらの里展示館 
☎56－2301

介護のしごと就職フェア
■時11月７日（月）
午後１時30分～3時30分

■場オークラホテル丸亀（丸亀市）
■問観音寺公共職業安定所 
☎25－4521

七宝山トンネル防災訓練に伴う
通行止めのお知らせ
　七宝山トンネル内の交通事故・車
両火災を想定した防災訓練を行いま
す。トンネル区間が全面通行止めと
なりますのでご協力お願いします。
■時11月16日（水）
午前9時30分～10時40分

■問危機管理課　☎73－3119
三豊市プレミアム商品券発売

■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５セットまで
■販■売■開■始■日11月27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■限平成29年5月26日（金）
■問市商工会　☎72－3123
市内図書館の臨時休館

【高瀬町図書館】
■時11月8日（火）～17日（木）
■問高瀬町図書館　☎72－5631
【三野町図書館】
■時11月15日（火）～25日（金）
■問三野町図書館　☎73－3121
【山本町図書館】
■時11月29日（火）～12月9日（金）
■問山本町図書館　☎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＝問い合わせ先月のお知らせ1111月の保健・相談

９月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数35件（７）死者数１人（１）負傷者数42人（７）

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

三野町社会福祉センター
財田庁舎
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
山本庁舎
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
市民センター仁尾（仁尾庁舎）

2日（水）

7日（月）

8日（火）
9日（水）
14日（月）
7日（月）

9日（水）

16日（水）
21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

☎62－2377

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

21日（月）

7日（月）

2日（水）
16日（水）

16日（水）

～

30日（水）
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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

永康病院
渡辺ハートクリニック内科
安藤内科医院
国土外科医院
　タカシ歯科クリニック
しのはら医院
業天医院
　うすき歯科
大西医院
もりの木おおにしクリニック
　とよしま歯科
池田外科医院
香川井下病院
永野内科医院
河田病院
　まなべ歯科医院

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

83－3001
23－2022
72－5018
25－0290
24－4618
56－7222
52－3636
52－6150
63－2081
25－3291
24－5775
62－3151
52－2215
74－6018
25－3668
62－6480

3日（木）

6日（日）

13日（日）

20日（日）

23日（水）

27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。

11月30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▼

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

（９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。

11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
 10日（木）
17日（木）

12月1日（木）
11月22日（火）

火葬場の休場日（12月）
■時 12月8日（木）・12月20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
10:00～11:30

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　
詫間福祉センター

4日（金）
28日（月）

12月2日（金）

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

前 川 好 信

藤 田 公 正

河 田 信 子

三野町

三野町

高松市

長谷川繁義

真 鍋 和 行

三野町

詫間町

山本小学校へ

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
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
三野町保健センター

9：30～11：00

9日（水）
10日（木）
11日（金）
15日（火）
16日（水）
17日（木）
21日（月）

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

7日（月）
8日（火）
10日（木）
11日（金）
16日（水）
17日（木）
30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

8日（火）
9日（水）
15日（火）
18日（金）
22日（火）
24日（木）
25日（金）

国 民 健 康 保 険 税（普通徴収）（第5期分）
介　護　保　険　料（普通徴収）（第5期分）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）（第5期分）

「島あるき」 参加者募集！
　樹齢1200年
の大楠が見守
る志々島を外
国人住民と一
緒に探険しませんか？
■時11月19日（土）
午前９時30分～午後4時10分
集合　宮の下港
　　　（マリンウェーブ横）

■数 40人（先着順、要予約）
■料一般3,000円、会員2,000円
※昼食代込（茶粥など）

■受11月16日（水）まで

　楽しいクリスマスパーティに参加
しましょう。

■時12月10日（土）
午後6時30分
～8時30分

■場マリンウェーブ
■数 100人（先着順、要予約）
■料一般3,000円、
会員2,000円

■受12月７日（水）まで

「外国人とのクリスマス交流会」
参加者募集！

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
二ノ宮農業構造改善センター

10日（木）

14日（月）

16日（水）

18日（金）

22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
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