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少年少女発明クラブ指導員募集
　子どもたちと一緒に楽しくものづく
りをしませんか？下記の日程で活動し
ています。興味のある人は自由に見
学ができます。
■時月２回程度（原則土曜日）　
午前８時30分～11時30分

■場香川高専詫間キャンパス
■申■問市少年少女発明クラブ事務局
　産業政策課　☎73－3013

四国学院大学香川西高等学校　
衛生看護専攻科生募集（二次）

■試■験■日２月25日（土）　午前９時～
■受２月15日（水）～２月22日（水）
■対高卒以上（見込みも含む、高卒
認定者可）で、准看護師の免許
を有する者。ただし、免許見込
み者も受験可能。

■申■問四国学院大学香川西高等学校
　衛生看護専攻科　☎72－5193

精神保健相談日

【思春期相談】（要予約）
■時 2月13日（月）　午後２時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時 2月22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 2月13日（月）山本町保健センター
　　22日（水）豊中町農村環境
　　　　　　改善センター
午前10時～午後４時

■内就職支援相談ほか
■対15歳からおおむね39歳までの人
またはその家族

■問さぬき若者サポートステーション
☎0877－58－1080　　

「福祉のしごと」サポートフェア
および相談・求職登録会
【サポートフェア】
■時２月９日（木）　午後１時～４時
■場サンメッセ香川（高松市）
■内福祉の仕事の業務内容や勤務体制
などについての説明会、就職相談

【相談・求職登録会】
■時 2月10日（金）午後1時～4時
■場高瀬町農村環境改善センター
■内専門員による個別相談、就職活動
の支援

※就職後間もない人の福祉の仕事に
関する相談も行います。
■対福祉の職場への就職を希望する
人、福祉の仕事に関心のある人

■問県社会福祉協議会福祉人材
センター　☎087－833－0250

市総合体育館２月健康大学（要予約）
【正しいトレーニング方法を学ぼう】
■時２月25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
注意点やポイントの紹介

【健康実践教室】
■時２月25日（土）
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
【健康相談と運動処方】
■時２月５日（日）、11日（土）、25日（土）
午前９時～10時30分
2月14日（火）
午後５時30分～７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
■申■問市総合体育館　☎72－1500
統合失調症家族教室（要予約）

■時２月８日（水）
午後１時30分～３時30分

■場西讃保健福祉事務所
■内当事者の体験発表、交流会
■対統合失調症の人の家族

■受２月６日（月）まで
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

香川大学サテライトセミナー
【若者と選挙】
■時 2月16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

三豊総合病院２月健康教室（要予約）

【食べて治して、ハッピーライフ】
■時 2月10日（金）午後２時～３時
【腎臓病教室】
■時 2月16日（木）
午後３時30分～５時

【男性の調理実習】
■時 2月 1日（水）　
午前10時～12時30分

■料 600円

【夜間糖尿病教室】
■時２月9日（木）午後6時～7時30分
■料 600円
■申■問三豊総合病院企業団
　☎52－2726

第15回讃岐うどん
つるつるツーデーウォーク
■時４月１日（土）、２日（日）
■場 JR坂出駅前市民広場
■コ■ー■ス
１日　崇徳上皇・へんろ道コース
２日　瀬戸大橋・万葉の島コース

■料一般　1,800円（当日2,200円）
中高生1,000円（当日1,200円）
小学生以下は無料（保護者同伴）

■受３月４日（土）まで
■申■問ツーデーウォーク実行委員会　
　☎0877－45－4401

グルメ市 in まっさき／第3回おとっ
しゃ商店街（松崎活性化委員会共催）

　松崎と詫間の豊富な冬の食が大
集結！
■時２月26日（日）
午前10時～午後2時

■場松崎コミュニティーセンター
■問 NPO法人まちづくり推進隊詫間
☎83－3639

国際ソロプチミスト観音寺
チャリティ講演会

■時２月11日（土）　午後１時30分～
■場観音寺グランドホテル
■講医学博士　野村恭子氏
■テ“少子高齢化社会”
日本におけるこれからの女性の働
き方

■問国際ソロプチミスト観音寺
　（高木）　☎72－5481

■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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宝くじの助成金で
整備しました

■時 2月4日（土）
正午　　　　　開場
午後12時30分　三豊市特別表彰式
午後１時　　　みとよ元気体操披露・体験
午後1時30分　講演会開始

■場マリンウェーブ
■講東京都健康長寿医療
センター研究所
研究部長　
在宅療養支援・高齢
者健康増進事業支援
室研究部長
　大渕　修一先生

■数 700 人
（当日直接会場にお越しください）
■問地域包括支援センター　☎73－3017

　宝くじの助成
金を受けて、詫
間町の須花自治
会が自治会館を
整備しました。

認知症を理解するための講演会
　　「健康寿命の延ばし方」

■料  一般500円、学生100円　※当日ロビーにて
■時  ２月10日（金）開演　午後７時

ジャズピアノLIVE ～NY・カーネギーホールで公演した、
魂の閃光を放つピアニスト杉丸太一～

三味線三昧

■出■演  堀尾泰馬
　小田島旺琉
　戸村恵里
　筒井茂広

■出■演  ピアノ：杉丸太一
　ギター：高橋信一郎

■時  ２月26日（日）
開場　午後１時30分 
開演　午後２時

昭和ノスタルジアコンサート
■時  ４月16日（日）
開場　午後１時30分 
開演　午後２時

■料  【全席自由席】
1,000円

■料  【全席自由席】
一般前売り2,000円
　　　当日2,500円
子ども前売り 800円
　　　当日1,000円
※未就学児無料

■問総務課　☎73－3000

　昨年 7 月に、平成 28 年 4 月 1 日時点で 75 歳（昭和 15 年 4 月 2
日～昭和 16 年 4 月 1 日生まれ）の人に歯科健診の受診券を送付しま
した。受診期限は 2 月 28 日（火）です。まだ、受診されていない人
は早めに受診されることをおすすめします。口腔内の状態が良くなる
と、持病の改善だけでなく、気持ちの高揚にもつながります。歯科健
診を受診して、虫歯や歯周病、誤嚥性肺炎などを予防しましょう。
　■問県後期高齢者医療広域連合　☎087－811－1866

後期高齢者医療被保険者の皆さん
　　　　歯科健診の受診はもうお済みですか？
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明るい選挙啓発ポスター
コンクール入選作品展示会
■時２月８日（水）～13日（月）
午前９時30分～午後10時
（ただし、8日は正午から、13日は
正午まで）

■場ゆめタウン三豊2階
■内三豊市の児童・生徒の10作品を含
む県入選の100作品を展示

■問選挙管理委員会（総務課内）
☎73－3000

行きまっせ！さぬきこどもの国　
うどん県巡業！
■時 2月12日（日）午後２時～３時
■場マリンウェーブ
■内リズム遊び、サイエンスショー、
ライブペイントなど

■問さぬきこどもの国　
☎087－879－0500

　

はしご付き消防自動車が新しく
なりました
　三観広域行
政組合南消防
署では、中高
層建築物にお
ける人命救助・
消火活動に対応するためはしご付
き消防自動車を更新し、運用を開
始しました。先端が屈折するため、
ビルのフェンスなどに囲まれた屋
上スペースでのスムーズな活動が
可能になります。
■問三観広域行政組合　☎23－3973

■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2２月の保健・相談

12月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数29件（-3）死者数０人（０）負傷者数37人（０）

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

三野町社会福祉センター
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
財田庁舎
山本庁舎
財田庁舎
三豊市役所西館
山本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）

1日（水）

6日（月）

7日（火）
8日（水）

13日（月）

2日（木）
6日（月）

8日（水）

15日（水）
20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

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

20日（月）

7日（火）

8日（水）
22日（水）

16日（木）

～

28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

山地外科医院
小山医院
　いその歯科クリニック
嶋田内科医院
西山整形外科医院
細川病院
三野小児科医院
　久保歯科クリニック
石井医院
細川整形外科医院
　ごうだ歯科医院
永康病院
森内科医院
　小川歯科医院

三野町
観音寺市
観音寺市
三野町
観音寺市
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

72－2577
25－2354
57－1550
73－5178
25－0107
83－2211
25－7788
52－2009
73－6100
25－4290
27－8199
83－3001
25－7363
54－5118

5日（日）

11日（土）

12日（日）

19日（日）

26日（日）

よろず三豊
サテライト

火葬場の休場日（３月）
■時３月10日（金）、３月22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
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

3日（金）
27日（月）

3月3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

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市国際交流協会　☎56－5121

世界の料理教室　　　
参加者募集！

　　　　ハプチョン

韓国陜川郡
「さくらマラソン大会」
市民ランナー募集！
■時４月１日（土）～４日（火）
■行■程
三豊市→陜川郡→マラソン大会→
交流プログラム→韓国国内見学→
三豊市

■コ■ー■ス５㎞、10㎞、ハーフ、フル
※応援だけでも参加できます。
■対18歳以上の健康な人で三豊走友会
の推薦が受けられる人

■数 20人程度
■料約８万円（保険料込み）
■受  ３月３日（金）

　コンゴ民主共和国の家庭料理を
作ってみませんか。
■時 2月25日（土）
午前10時～午後1時

■場豊中町保健センター
（三豊市豊中町本山甲201番地1）
■数 50人（要予約）
■料一般：2,000 円
会員：1,000 円

■持エプロン
■受 2月22日（水）

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

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
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

2日（木）
8日（水）
10日（金）
16日（木）
20日（月）
21日（火）
22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）
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
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

6日（月）
9日（木）
10日（金）
14日（火）
15日（水）
16日（木）
22日（水）

日　程 時　間 場　　所
マリンウェーブ
高瀬町農村環境改善センター
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）
三野町保健センター
山本町保健センター
仁尾町文化会館

13：30～15：00

8日（水）
14日（火）
17日（金）
21日（火）
23日（木）
24日（金）
28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
13：30～14：30
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

2日（木）

13日（月）

15日（水）

17日（金）

28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

福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30

日　程 場　　所時　間

高瀬町公民館（さくらの会）

10:00～12:30 詫間福祉センター（みつより会）

 2日（木）
9日（木）
16日（木）
3月2日（木）
2月28日（火）

香川県特定最低賃金（産業別最低
賃金）が改正されました
　改正後の時間給は次のとおりです。
平成28年12月15日から
①冷凍調理食品製造業　　　752円
②はん用機械器具、生産用機械器
具、業務用機械器具製造業  869円
③電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業　　　　　　　　822円
平成29年１月14日から
①船舶製造・修理業、舶用機関製
造業　　　　　　　　　　881円
■問香川労働局　☎087－811－8919
香川運輸支局からのお願い

　年度末は窓口が混雑します。自動
車の検査、廃車、名義変更などの手続
きは、早めにお願いします。
■問香川運輸支局　
検査関係　☎087－882－1355
登録関係　☎050－5540－2075

登記事項証明書などの請求には
オンライン手続きが便利です
　土地・建物、会社・法人の登記事
項証明書の請求には、インターネット
を利用して請求できる「かんたん請求
書証明」をご利用ください。請求され
た証明書は、郵送のほか、最寄りの登
記所で受け取れます。詳しくは、法務
局ホームページを参照ください。
■問高松法務局　☎087－821－6342

香川香川香川香川香川香川香川香 運運

明る明る明る明る明る明る明る明るいいい
コンコンコンンコンコンコンククク

行き行き行き行き行き行き行き行 ままま
うどうどうどうどうどうどうどんんんん

はしはしはしはしはしはしはしは ごご
なりなりなりなりなりなりなりままま

香香川香川香川香川香川香川香川香川県県県県
賃金賃金賃金賃金賃金賃金賃金）））

登記登記登記登記登記登記登記事事事
オンオンオンオンオンオンオンララララ

※10、20、21日は栄養相談（要予約）を兼ねています。

その他

みとよ未来技術基金へ（11月受付分）

三 野 年 則

磯﨑加奈予

財田町

大阪府

藤 川 啓 子

組 橋 啓 輔

山本町

仁尾町

高瀬町前田児童館

ふれあいパークみの　三野町

月曜会　会長　則包美佐子　詫間町

　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

税務課からのお知らせ
２月は、

2月28日 （火）口座振替日および納期限

☆納期限内に納めましょう。

☆市税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

■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。

の納付月です。

（第4期分）
（第8期分）
（第8期分）
（第8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)

（12月受付分）心温まる贈りもの

コンゴ編
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