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社会保険労務士による
出張年金相談

■時 8月9日（水） 午前10時～午後3時
■場三豊市役所西館
■時 8月22日（火）
午前10時～午後3時

■場山本庁舎
■内年金相談や年金請求・各種手続
きの受け付け

■持年金手帳、相談者本人であるこ
とを確認できるもの。代理人の
場合は、委任状および代理人本
人であることを確認できるもの

■問街角の年金相談センター高松
（オフィス）　☎087－811－6020
市民課　☎73－3005

精神保健相談日

【思春期相談】（要予約）
■時 8月14日（月）午後2時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時 8月17日（木）午後4時20分～
■場西讃保健福祉事務所
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

青年・成人の発達障がいに関する
相談会（要予約）

■時 8月8日（火）
午後1時30分～3時30分

■場三豊市役所西館
■対16歳以上の本人または関係者

■内生活や仕事などの悩み相談
■申■問福祉課　☎73-3015

詫間町民俗資料館・考古館
夏休み親子体験講座
 【戦時中の資料から考える
　人々のくらし】
■時 8月6日（日）午後1時30分～3時
■内資料の説明・見学、戦争体験者
の話

■対小学生以上（一般参加も可）
■数 20人程度
 【ミニ鬼瓦づくり】
■時 8月12日（土）
午前9時30分～11時30分

■対小学生まで（小学校低学年以下
は保護者同伴）　

■数 20人程度
■料200円（保険料含む）
 【親子で竹馬を作って遊ぼう】
■時 8月12日（土）午後2時～4時
■対小学生まで（保護者同伴）
■数親子10組程度
■料200円（保険料含む）
 【民具写生会】
■時 8月18日（金）午後2時30分～
■内民具の説明を聞き、気に入った
民具を写生

■対小学生まで（未就学児は保護者
同伴）

■申■問詫間町考古館　☎83－6858

第14回スイム記録会＆スタート
練習会 in三豊（要予約）

■時 9月3日（日） 午後1時～4時
■場香川高専詫間キャンパス
■内フォームのチェック、スタートの
練習、希望種目のタイムの測定

■対定期的に水泳を行っている小・
中学生（保護者の同意が必要）

■数 20人
■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83-8507

市総合体育館８月健康教室
【健康相談と運動処方】
■時 8月2日（水）午後6時～7時30分
8月5日（土）、18日（金）、
26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します

■料200円
【健康実践教室】（要予約）
■時 8月26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
■申■問市総合体育館　☎72－1500
　

三豊総合病院8月健康教室（要予約）
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時 8月18日（金）午前10時～正午
■内調理実習（ヘルシーメニュー）

【腎臓病教室】
■時 8月17日（木）
午後3時30分～4時30分

【男性の調理実習】
■時 8月2日（水）
午前10時～午後０時30分

■内調理実習（麺料理）
【夜間糖尿病教室】
■時 8月10日（木） 午後6時～7時
※調理実習・試食会は600円が必要
■申■問健康管理センター　☎52－3366

三豊総合病院 みとよサプリ
【介護が必要になったら～　ケアマ
　ネジャーを知っていますか？～】
■時 8月16日（水）午後1時30分～2時
■問三豊総合病院　☎52－3366
統合失調症家族教室（要予約）

■時 8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
■内交流会・情報交換
■受 8月7日（月）まで
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

発達障がいの家族会
「ハナミズキの会」（要予約）

■時 8月27日（日）
午後1時30分～3時

■場観音寺市立中央図書館
■内相談員を交えての座談会　

■対三豊・観音寺市在住で16歳以上
の発達障がい、または特性がある
と思われる人の保護者、家族

■申■問支援センターウィズ　☎24－8111
転ばぬ先のステップアップ教室
（豊中・三野会場）
〈豊中会場〉

■時 9月7日から12月21日（月2～3回の
木曜日　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
〈三野会場〉
■時 9月22日から12月22日（月2～3回
の金曜日　全10回）
午後1時30分～3時

■場三野町保健センター
■内ストレッチやバランス運動などを
組み合わせた運動教室

■対市内在住で、運動を制限するよう
な疾病や痛みの少ない65歳以上
の人（初参加に限る）

■数各20人
■受 8月7日（月）午前9時～
※定員になり次第、受付終了

■申■問地域包括支援センター
　（介護保険課内） ☎73－3017

宗吉かわらの里展示館企画展
　ほんむらなかいせき

「本村中遺跡～三豊の
縄文時代を探る～」
■時 8月4日（金）～
31日（木）月曜休館
午前9時～午後5時

■内詫間町に所在する本村
中遺跡から出土した縄文時代の
土器・石器の展示

■料15歳～64歳は100円
■問宗吉かわらの里展示館
☎56－2301

第31回鵜足津福祉会ふれあい広場
■時 8月28日（月）午後6時～8時
■場高瀬荘（高瀬町佐股乙425-3）
■内ステージイベント、バザー、ゲーム
コーナーなど

※使用済み天ぷら油の回収を行います
■問高瀬荘　☎74－7811

■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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■料  一般500円、
学生100円

■出■演  高松千春

■時  ８月９日（水）
開演　午後7時

松山千春が作った曲を
高松千春が唄います。

陸上自衛隊
第14音楽隊三豊市サマーコンサート
■時  ８月27日（日）

おやじバンド大集合！！
■時  9月10日（日）
開場　午後0時30分
開演　午後1時

■料  【全席自由席】一般1,000円
高校生以下500円

■出■演  ALL G’s、ビリーズ、
　摩天楼、京極テリーズ

■料【全席自由席】入場整理券が必要です。
7月31日（月）から、各支所、生涯学習課、
マリンウェーブにて配布しています。

■出■演  陸上自衛隊 第14音楽隊

月見の宴

イベント

　ドライバー5人でチームを組んで、9月から
12月までの4カ月間チーム全員が無事故無
違反を達成すると、抽選で30万円の旅行券
などの副賞、企業賞（協賛品）が当たります。
　今年も、従来の紙での申し込み（FAX、
郵送など）に加えて、より多くの人が参加
しやすいように、専用ホームページから手
軽に電子メールなどによる電子申し込みが
できます。
　本コンテストの概要および参加申込書は、
専用ホームページに掲載しています。専用
ホームページは「香川県交通マナーアップ
コンテスト」で検索してください。
■受 8月31日（木）まで
■問県くらし安全安心課　☎087－832－3231

チームで目指す無事故無違反！
かがわ交通マナーアップコンテスト2017

■時 9月9日（土）午後6時～9時
■場本山稲荷運動公園（財田川リバーサイドパーク河川敷）
■内午後5時～6時　抹茶接待、午後7時～7時30分　和太鼓演奏
鴨鍋が楽しめる枡席（1枡5人）
※枡席は要予約（100組。5人前12,000円。8月25日（金）締切）
※実行委員会ボランティアも募集中です

■申■問月見の宴実行委員会　☎62－2275

開場　午後1時30分
開演　午後2時

■時 8月19日（土）午後2時～3時30分
■場障害者生活支援センター結（高瀬町佐股乙443-1）
■対市在住の障がいのある人とその家族、介護者
■持上靴、飲み物、タオル
■申■問かがわ総合リハビリテーション福祉センター
　☎087－867－7686

三豊市楽しくスポーツ教室「ダンス・ボッチャ」



▲

申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局　☎56－5880

♥

＆
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你好！

オレンジかふぇ みとよ

■時 8月17日（木）午後2時～4時
■場太陽の家（三野町保健センター内）
■内茶話会、薬についての講話
■料100円
■問地域包括支援センター
（介護保険課内）☎73－3017

香川高等専門学校詫間キャンパス
オープンキャンパス

■時 8月6日（日）
午前9時～11時45分

■対小・中学生、保護者、教員など
■問香川高専詫間キャンパス　
☎83－8516

四国学院大学  オープンキャンパス

■時 8月11日（金・祝）
午前11時～午後3時30分

■内大学紹介、モデル授業、入試説明
会、個別相談会、キャンパスツアー

■問四国学院大学
　 0120－459－433

四国学院大学専門学校
オープンキャンパス
【見てみよう、介護の施設】
■時 8月19日（土）
午前10時～午後1時30分

■申■問四国学院大学専門学校
　　 0120－72－5192

■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８8月の保健・相談

６月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数31件（10）死者数０人（０）負傷者数36人（６）
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下水道排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験
■時10月17日（火）
午後2時～4時

■場高松テルサ
■受 8月31日（木）まで
■申■問高松市上下水道局
　☎087－839－2718

火葬場の休場日（９月）
■時 9月13日（水）、26日（火）
■問環境衛生課　☎73－3007※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
たしろ医院
　ウキタ歯科医院
今川内科医院
国土外科医院
しのはら医院
冨士クリニック
　小林歯科医院
嶋田内科医院
河田病院
　タカシ歯科クリニック
池田外科医院
小山医院
　しつかわ歯科医院

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

83－2211
25－8413
23－3123
62－2052
25－0290
56－7222
25－3692
83－6333
73－5178
25－3668
24－4618
62－3151
25－2354
83－6480

6日(日)

11日(金)

13日(日)

20日(日)

27日(日)

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
10:00～15:00
10:00～12:00
13:00～15:00
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）
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

改善センター　　）
豊中庁舎
財田庁舎
山本庁舎
詫間福祉センター
山本町農村環境改善センター　
財田庁舎
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

改善センター　　）
豊中庁舎
詫間福祉センター
市民センター仁尾（仁尾庁舎）　

2日（水）

7日（月）

9日（水）

14日（月）

16日（水）
2日（水）
3日（木）
7日（月）

9日（水）

21日（月）

10:00～15:00
10:00～15:00
10:00～13:00

10:00～15:00

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・豊中・詫間・仁尾

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

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

上高野文化センター
☎62－2377

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

7日（月）

7日（月）

2日（水）
17日（木）

16日（水）

～

31日（木）

よろず三豊
サテライト

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
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

改善センター　　）
18日（金）
28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

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

財田町国保高齢者保健福祉支援センター
三豊市役所
市民センター仁尾（仁尾庁舎）
豊中庁舎
山本町保健センター
詫間福祉センター
三野町保健センター

10:00～11:00

8日（火）
10日（木）
14日（月）
16日（水）
17日（木）
23日（水）
28日（月）

日　程 時　間 場　　所
詫間福祉センター
市民センター仁尾（仁尾庁舎）
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

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
三野町保健センター
山本町保健センター

9：30～11：00

3日（木）
8日（火）
23日（水）
24日（木）
25日（金）
28日（月）
30日（水）

日　程 時　間 場　　所
三野町保健センター
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

改善センター　　 ）
マリンウェーブ
市民交流センター
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
山本町保健センター

13：30～15：00

7日（月）
8日（火）
9日（水）
15日（火）
18日（金）
22日（火）
25日（金）

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

その他福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30 豊中町保健センター（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
2日(水）
9日（水）
16日（水）
22日（火）

危機管理センター
インパルみの

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

※　　　　　は、健診結果相談会を兼ねています

税務課からのお知らせ

☆納期限内に納めましょう。
　■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。

☆市税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

（第2期分）
（第2期分）
（第２期分）
（第２期分）

　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

（６月受付分）心温まる贈りもの

瀬 尾 健 介
磯 﨑 尚 武

三野町
三野町

西 川 和 夫 財田町

香川県建設労働組合三豊支部　詫間町

みとよ未来技術基金へ
国際ソロプチミスト観音寺　　高瀬町

本山小学校へ
本山イーグルススポーツ少年団　豊中町問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

８月31日 （木）口座振替日および納期限

市　県　民　税（普通徴収）
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）

８月は、

の納付月です。

外国語講座9月期中国スタディツアー
　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！

■講■座英会話・スペイン語・フランス語・
　韓国語・中国語

■期■間 9月～12月（各クラス全12回）
■料会員　15,600円
一般　16,600円
（賛助会員費込み）

※どのクラスも
　初回見学無料です。

　詳しくはホームページ
(http://mitoyo.org/)をご覧ください。

敦煌
提供：中国国家観光局（大阪）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とんこう　　ばっこうくつ

　友好都市の人々と交流したり、敦煌の莫高窟などを訪れたり
します。魅力あふれるツアーに参加しませんか。

■期■間 10月24日（火）～29日（日）
　6日間

■行■程三豊市→三原県（友好都市）→
　敦煌→三豊市

■料約14万円（燃油サーチャージ込み）
■数 10人（最小催行人数）
■受 9月7日（木）まで
■旅■行■■会■社東武トップツアーズ株式会社
　　　高松支店

さんげんけん

参加者
募集

受講生
募集
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