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第5回「わたしの焼き物お宝展」
展示作品募集
■受12月18日（日）まで
午前9時～午後5時開館

■募■集■作■品 焼き物のみ（展示スペー
スに限りがあります

■応■募■方■法 展示館に直接持ち込み
※１月4日（水）～22日（日）の展示期
間終了後も、直接本人が引き取り
に来てください。
■申■問宗吉かわらの里展示館
　☎56－2301

地域おこし協力隊員募集
■受平成29年１月20日（金）まで
■注応募要件があります。詳しくは市
ホームページをご確認ください。

■申■問田園都市推進課　☎73－3011
放送大学4月生（平成29年度第1
学期）募集
　放送大学はテレビなどの放送やイ
ンターネットを利用して授業を行う通
信制の大学です。心理学や福祉、経
済など幅広い分野を学べます。
■受平成29年３月20日（月）まで
■申■問放送大学香川学習センター
　☎087－837－9877

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）

■時12月12日（月） 午後２時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時12月21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12月12日（月）山本町保健センター
　　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

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

香川大学サテライトセミナー
【情報技術者の育成と将来の仕事】
■時12月8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

詫間町民俗資料館・考古館講座
【しめ縄をつくろう】
■時12月24日（土）
午前9時30分～11時

■数 15人程度

■料200円（保険料含む）　
■注小学生低学年以下は保護者同伴
■申■問詫間町民俗資料館・考古館
　☎83－6858

干支の張り子絵付け体験
■時12月11日（日）
午前10時～正午

■場宗吉かわらの里展示館
■数 12人（先着順）
■料1,500円
■申■問宗吉かわらの里展示館
　☎56-2301

市総合体育館12月健康大学（要予約）
【正しいトレーニング方法を学ぼう】
■時12月18日（日）
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
意点やポイントの紹介

【健康実践教室】
■時12月18日（日）
午前10時30分～11時30分
■内体力測定、体組成器測定をもとに
したトレーニングの指導
■数 10人
■料200円
【バランスボール講座】
■時12月13日（火）　午後5時～6時
■数 15人
■料200円
【健康相談と運動処方】
■時12月7日（水）　
午後4時～5時30分

12月11日（日）、18日（日）
午前9時～10時30分
12月22日（木）
午後1時30分～3時
■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
【Ｗとぴあ講座】
■時12月4日（日）、25日（日）
午前9時30分～11時
■内骨盤、脊柱の歪みを改善してボ
ディラインを整える
■数 15人
■料 500円
■申■問市総合体育館　☎72－1500
中学生のための高専数学講座
■時12月23日（金）
午前9時～11時30分

■場香川高等専門学校詫間キャンパス
■内数学の過去の入試問題を解いて、
数学教員が解説

■対中学3年生
■数 20人（先着順）
※詳しくは香川高専
ホームページ「お
知らせ」欄をご覧ください。
■申■問香川高等専門学校詫間キャンパス
　☎83－8507

三豊総合病院12月の健康教室
（要予約）

【食べて治して、ハッピーライフ
　調理実習）】
■時 12月9日（金）　午前10時～正午
■料 600円
【腎臓病教室（調理実習）】
■時 12月15日（木）
午前10時30分～12時30分

■料 600円
【男性の調理実習】
■時 12月7日（水）
午前10時～12時30分

■料 600円

【夜間糖尿病教室】
■時 12月８日（木）　午後6時～7時
■申■問健康管理センター　☎52－2726

観音寺・三豊おさかな市2016
■時12月11日（日）
午前8時30分～午後2時

■場旧観音寺競輪場
■内活魚・鮮魚の即売会、水産物の
試食・販売、農産物の販売、魚
のつかみ取り、抽選会など

■問三豊郡漁業組合連合会　
☎25－3963

譲渡ボランティアによる犬猫譲渡会
■時12月11日（日）
午前10時～午後3時

■場琴弾公園内　浴日館休憩所
（観音寺市）
■問県生活衛生課  ☎087－832－3179
県西讃保健所衛生課 ☎25－4383

■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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シルバー人材センターの事務所が
移転しました

防災かるたを貸し出しします

　高瀬・三野・豊中連絡所を統合し、下記
に移転しました。

三野町ふれあいセンター1階
（三野町下高瀬 770 番地 1）移転場所

56－2620電話番号

　夏休みに子どもたちが防災について学ん
で作った「防災かる
た」。貸し出しも行い
ますので、ぜひ防災
学習などでご利用く
ださい。
■問高瀬町公民館　☎72－5339

吉川よしひろ
ひとりチェロリサイタル

宝くじ文化公演　オペラ「カルメン」

■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

ドキュメンタリー映画「徘徊」

■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  平成29年１月22日（日）
①午前10時30分 ②午後1時
③午後3時30分

■料  【全席指定席】
一般前売り2,000円、当日2,500円
高校生以下前売り800円、当日1,000円

■時  平成29年１月21日（土）午後２時開演
【全 4幕　日本語公演】
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仁尾町図書館  冬休み上映会

■時12月27日（火）
午後1時30分～2時30分

■場仁尾町文化会館
■内「ぼくは王さま
　～たまごとめいたんてい～」

■数 100人
■問仁尾町図書館　☎56－9565
フレンズクリスマスパーティー
（要予約）
【第1部　幼児中心】
■時 12月17日（土）　午後3時～4時
■数 100人
■料 300円
【第2部　小学生中心】
■時 12月17日（土）　
午後5時30分～7時

■数 200人
■料 500円
■場市民交流センター（豊中町）
■受12月9日（金）まで
■申■問子育て応援NPOフレンズ
　　☎24－8690

男を磨く男塾・女を上げる女塾
　男女の出会いの場はもちろん、友
だちづくりも上手になれる「男塾・
女塾」に参加しませんか（要申込）。
■時男塾　12月7日（水）午後7時～
女塾　12月8日（木）午後7時～

■料男塾　4，000円
女塾　2，000円　

■場サンリゾート仁尾
■申■問子育て応援NPOフレンズ
　　☎24－8690

第４回 箱裏マルシェ
　三豊の豊富な冬の幸がいっぱい！
■時12月4日（日）午前10時～午後3時
■場箱浦ビジターハウス
■問ＮＰＯ法人まちづくり推進隊詫間
☎83－3639

　

高濃度 PCB廃棄物の処理期限
が迫っています
　PCB（ポリ塩化ビフェニル）とは、

■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1212月の保健・相談

10月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数24件（-11）死者数０人（-１）負傷者数34人（-8）

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
三豊市役所西館
山本町農村環境改善センター
市民センター仁尾（仁尾庁舎）
財田庁舎
詫間福祉センター
豊中庁舎
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）

6日（火）
7日（水）
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

☎72－2501

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

19日（月）

7日（水）

7日（水）
21日（水）

16日（金）

～

27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

細川病院
高室医院
　野口歯科医院
みやしたファミリークリニック
クニタクリニック
　藤村歯科医院
岩崎病院
宮崎内科医院
　塩田歯科医院
藤川医院
辻整形外科医院
藤田脳神経外科医院
今滝医院
　つづき歯科医院
平林医院
羽崎病院
池田外科医院
森内科医院
石井医院
西山整形外科医院
細川病院
富田内科医院

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

83－2211
25－8311
25－3900
73－4976
25－1577
54－2274
83－6011
25－1280
25－3872
74－7977
57－1100
72－1135
27－6218
72－5240
83－2221
25－3382
62－3151
25－7363
73－6100
25－0107
83－2211
24－0180

4日（日）

11日（日）

18日（日）

23日（金）

25日（日）

31日（土）

1月1日（日）

1月2日（月）

1月3日（火）

☆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。

12月26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▼

電気機器用の絶縁油などに使われて
いましたが、人体に悪影響を及ぼす
ことが判明し、製造禁止になった物
質です。高濃度ＰＣＢ廃棄物に該当
する高圧トランス・コンデンサ等は平
成30年3月31日、安定器等・汚染物
は平成33年3月31日までに処分委託
する必要があります。
■問県廃棄物対策課　
☎087－832－3229

使用者も労働者も必ずチェック
最低賃金！

　香川県の最低賃金は10月から時間
額742円です。これは、雇用形態や呼
称に関わらず、原則、香川県で働くす
べての労働者に適用されます。※産
業によっては、別に特定最低賃金が
定められているものもあります。
■問香川労働局　☎087－811－8919

よろず三豊
サテライト

　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

（10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。

１2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
 1日（木）
8日（木）
27日（火）

火葬場の休場日（１月）
■時１月１日（日）、18日（水）
■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

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

曽 根 　 拓 仁尾町 山 崎 隆 行 財田町

日　程 時　間 場　　所
詫間福祉センター
豊中町保健センター
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
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

9：30～11：00

1日（木）
9日（金）
14日（水）
15日（木）
19日（月）
20日（火）
21日（水）

日　程 時　間 場　　所
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
詫間福祉センター
山本町保健センター
豊中庁舎

10:00～11:00

5日（月）
8日（木）
9日（金）
13日（火）
14日（水）
15日（木）
21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
高瀬町農村環境改善センター
マリンウェーブ
山本町保健センター
三野町保健センター
仁尾町文化会館

13：30～15：00

6日（火）
9日（金）
13日（火）
14日（水）
16日（金）
19日（月）
20日（火）

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

10：00～11：30
13：30～15：00
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

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

1日（木）

12日（月）

16日（金）

21日（水）

27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

四国学院大学専門学校学生自治会　高瀬町

山本町辻さくらんぼの会　山本町

やまもと七草の会　山本町

外国語講座1月期受講生募集！
　自分にぴったりのクラスを見つけて、
楽しく外国語を学びましょう。まずは
見学からでも、お気軽にどうぞ！
■ク■ラ■ス入門～中級
■期■間1月中旬～3月（各クラス全10回）
■曜■日月、水、木、金、土（曜日や時間
　はクラスによって異なります）

■料一般14,000円　会員13,000円
■申■問市国際交流協会　☎56－5121

■言■語 英会話、スペイン語、フランス語、韓国語、中国語
■外■国■■語■■講■師

（スペイン語・英語）
ナチョ・ブラスコ先生

（フランス語）
ルセーフ・オリビエ先生

（英語）
ローラ・プレイステッド先生

（英語）
キャット・ブララ先生

（韓国語）
金　銀敬先生

（中国語）
中山　智絵先生

（中国語）
王　長紅先生

（英語）
ギャレス・コフン先生

（韓国語）
鄭　恵敬先生

（第３期分）
（第6期分）
（第6期分）
（第6期分）

固 定 資 産 税
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)
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