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警察官募集（高校卒業程度）

■対平成元年4月2日から平成12年
4月1日までに生まれた人

■受 9月26日（火）まで
■問三豊警察署　☎72－0110
県営住宅入居者募集

■募■集■月9月、12月、3月
　　（各月1日～10日頃）

■資■格①住宅に困窮している②同居
親族または同居しようとする親
族がいる③収入が所定の基準
に該当している④県税などの滞
納がない⑤暴力団員でない
※詳細はお問い合わせください

■問県建築設計協同組合（県庁住宅
課分室）　☎087－832－3587

戦没者遺児による慰霊友好親善
事業の参加者募集

■内父などが戦没した旧戦域を訪れ、
慰霊追悼を行い、同地域の住民
と友好親善をはかる

■問県遺族連合会
☎087－831－6081

就農準備研修3期生募集

■研■修■期■間12月～平成30年3月
　　　（4カ月）

■数 20人程度
■受 9月25日（月）～10月10日（火）
■問県立農業大学校
☎0877－75－1141

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時 9月11日（月）午後2時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時 9月21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

医療相談会と患者会
■時 9月21日（木）午後2時～3時30分
■場三豊合同庁舎
■内腎疾患の療養について
■対難病患者とその家族
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

不動産鑑定無料相談会
■時10月6日（金）午前10時～午後4時
■場【高松会場】県庁本館
【丸亀会場】丸亀市役所
■内土地、建物などの不動産価格や
土地取引に関すること

■問県不動産鑑定士協会
☎087－822－8785

精神保健福祉ボランティア養成講座

■時 9月29日（金） 午後2時～4時
■場三豊合同庁舎
■内意外と身近にあるこころの病気
について

■講三船病院　三船義博医師
■対三豊市または観音寺市在住で精
神保健福祉ボランティア活動に
関心のある人

■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

市総合体育館９月健康教室
【健康相談と運動処方】
■時 9月3日（日）、9日（土）、23日（土） 
午前9時～10時30分
9月14日（木）
午前11時～午後0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
【正しいトレーニング方法を学ぼう】
（要予約）
■時 9月23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】（要予約）
■時 9月23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
【バランスボール講座】（要予約）
■時 9月9日（土）
午前10時30分～11時30分

■料200円
■申■問市総合体育館　☎72－1500

山本町公民館  生涯学習講座
【楽しい園芸教室】
■時 9月28日（木）
午前10時～11時30分

■場山本町生涯学習センター
■持ゴム手袋、持ち帰り用箱または袋
■料1,500円
■申■問山本町公民館　☎63－1041
バウンドテニス教室
■時10月1日（日）から22日（日）までの
毎週日曜日の全4回
午後7時30分～9時

■場市総合体育館　
■対中学生以上
■持体育館シューズ、タオル、飲み物
※ラケットは貸出します

■受 9月22日（金）午後5時まで
■申■問市体育協会事務局　☎56-6251
弓道体験教室
■時【平日コース】10月4日（水）、11日
（水）、16日（月）、18日（水）、23日
（月）の全5回
午前9時30分～11時30分
【休日コース】9月30日（土）、10月
9日（月・祝）、14日（土）、21日（土）、
28日（土）の全5回
午前9時30分～11時30分

■場市弓道場（詫間町）
■数各コース15人（先着順）
■対18歳以上　
■料2,000円（5回分）

■受 9月21日（木）まで
■申■問市弓道場　☎83－6221
　三豊総合病院9月健康教室（要予約）

【食べて治して、ハッピーライフ】
■時 9月8日（金）午後2時～3時
【腎臓病教室】
■時 9月21日（木）
午後3時30分～4時30分

【夜間糖尿病教室】
■時 9月14日（木） 午後6時～7時30分
■内試食会
※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

■時 9月20日（水）午後1時30分～2時
■内認知症の人との関わり方
■時 9月27日（水）午後1時30分～2時
■内きちんと磨こう！おとなの歯！！
きちんと食べよう！朝ごはん！！
（児童期）
■問三豊総合病院　☎52－3366

オレンジかふぇ  みとよ
■時 9月14日（木） 午後2時～4時
■場太陽の家（三野町保健センター内）
■内転倒予防の講話と体操
■料100円　
■問地域包括支援センター
（介護保険課内）　☎73－3017

　
アイランドウォーク瀬戸内

■時 10月29日（日）
■場詫間港集合
■内チャーター船で笠岡諸島白石島に
渡り、島歩き

■対市内在住または市内勤務の人
■料大人3,500円小学生以下2,500円
■受 9月4日（月）から
※詳しくは各支所および体育協会事
務局にある実施要項を確認ください
■申■問市体育協会　☎56－6251
四国学院大学 オープンキャンパス

■時 9月23日（土・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

こころの歌謡選手権大会
　in  河内小学校

■時11月12日（日）午前10時～
■場旧河内小学校
■内カラオケ大会
※出場者は10月10日（火）まで募集し
ています。詳しくはお問い合わせ
ください。観覧無料。
■申■問一般社団法人「心を伝える歌
　の木を植えよう会」
　☎090－2788－7222（木村）

■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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　救急医療の正しい理解と認識を持つうえで、次
のことを心がけましょう。
◆もしものときのために、人工呼吸や止血など、正
しい応急手当の方法を身につけておきましょう。

◆病気のことなどで、いつでも相談できるホーム
ドクター（かかりつけの医師）を持ちましょう。

◆急病以外は、できるだけ診療時間内に受診しま
しょう。

◆夜間に病気になったときは、慌てずに落ち着い
て、まずはホームドクターに相談しましょう。

◆安易な救急車の利用は避けましょう。
　三観広域消防署では、応急手当普及啓発活動
を推進しています。自治会や事業所などで応急手
当講習会を行うときは、ご相談ください。
■問三観広域北消防署　☎72－2119

9月3日から9日は救急医療期間です
香川オリーブガイナーズ  三豊市ホームタウンデー

募集

■時 9月18日（月・祝）午後1時試合開始
■場観音寺市立総合運動公園
■対■戦■カ■ー■ド四国アイランドリーグplus公式戦
香川オリーブガイナーズ対徳島インディゴソックス

※市内在住の人は無料で試合を観戦できます。当日は
市内在住が分かる書類（免許証・保険証など）を
お持ちください。
■問生涯学習課　☎73－3135

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

歌とオカリナjam
映画「燦燦」

■時  9月29日（金）
開演 午後7時

■料  一般500円、学生100円
■出■演  jam
（ピアノ・ヴォーカル：Naoko、
オカリナ・コーラス：Miho、
ベース：Toshi）

■時  9月17日（日）
①午前10時30分
②午後1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
60歳以上1,000円



▲

申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局　☎56－5880

♥

＆
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七福求めてぶら～りみとよ
【三豊市の中心で
　　古の歴史に触れる旅（高瀬）】
■時 10月18日（水）午前8時45分～
■場市商工会高瀬支所集合
■内幻のパン屋でランチと伝説の地
を巡る

■距■離 4.5ｋｍ（約4時間）
■数 15人
■料1,500円
【みとよ「豊中平野」の田舎道を
　　　ぶらぶらしましょ！（豊中）】
■時 10月26日（木） 午前9時～
■場延命院集合
■内豊中町上高野を散策
■距■離 3.5ｋｍ（約3時間）
■数 15人
■料2,000円

【「朝獲れ朝市」
　　せり体験と賀茂神社（仁尾）】
■時 11月5日（日） 午前7時～
■場仁尾マリーナ集合
■内朝市の「せり」に参加
■距■離 2ｋｍ（約3時間30分）
■数 20人
■料1,000円
【秋の里山  県境の町  
　　財田でちょい旅しよう（財田）】
■時 11月11日（土） 午後0時45分～
■場道の駅たからだの里さいた集合
■内新猪ノ鼻トンネルと周辺を巡る
■距■離 3ｋｍ（約3時間）
■数 15人
■料2,000円
■受 9月20日（水）午前9時～（全コース）
■申■問「七福求めてぶら～りみとよ」
　事務局（市商工会内）☎72－3123

■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９９月の保健・相談

７月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数22件（-9）死者数０人（０）負傷者数26人（-10）
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市内図書館臨時休館のお知らせ
山本町図書館
■時 9月12日（火）～18日（月・祝）
仁尾町図書館
■時 9月18日（月）～27日（水）
豊中町図書館
■時 9月26日（火）～10月5日（木）
■問山本町図書館　☎63－1041
仁尾町図書館　☎56－9565
豊中町図書館　☎62－6430

火葬場の休場日（10月）
■時 10月11日（水）、25日（水）
■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

森クリニック
もりの木おおにしクリニック
　さいとう歯科医院
多田医院
三野小児科医院
　おおした歯科医院
平林医院
クニタクリニック
　塩田歯科医院
岩崎病院
森内科医院
安藤内科医院
辻整形外科医院
藤田脳神経外科医院
富田内科医院
　藤村歯科医院

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

72－1567
25－3291
27－9328
83－2121
25－7788
83－7106
83－2221
25－1577
25－3872
83－6011
25－7363
72－5018
57－1100
72－1135
24－0180
54－2274

3日(日)

10日(日)

17日(日)

18日(月)

23日(土)

24日(日)

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
10:00～15:00
13:00～15:00

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　　）
三野町社会福祉センター
財田庁舎
山本庁舎
豊中庁舎
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　　）
詫間福祉センター
豊中庁舎
三野町社会福祉センター

4日（月）

6日（水）

11日（月）

13日（水）

4日（月）
6日（水）
13日（水）
20日（水）

10:00～13:00
10:00～15:00
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 たかせ人権福祉センター

危機管理センター
※対象地域は高瀬・山本・財田

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

たかせ人権福祉センター
☎72－2501

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

11日（月）

7日（木）

6日（水）
20日（水）

19日（火）

～

29日（金）

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
山本町保健センター
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

改善センター　　）
8日（金）
25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

日　程 時　間 場　　所
詫間福祉センター
豊中町保健センター
三野町保健センター
山本町保健センター
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
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

改善センター　　 ）

9：30～11：00

7日（木）
8日（金）
11日（月）
13日（水）
19日（火）
21日（木）
27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
豊中庁舎
三野町保健センター
詫間福祉センター
山本町保健センター

10:00～11:00

11日（月）
12日（火）
14日（木）
20日（水）
25日（月）
27日（水）
28日（木）

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
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
仁尾町文化会館
山本町保健センター

13：30～15：00

4日（月）
12日（火）
13日（水）
15日（金）
19日（火）
26日（火）
29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

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

税務課からのお知らせ

　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）

財田小学校へ

社会福祉協議会へ

（７月受付分）心温まる贈りもの

秋 山 博 則
大 井 清 道

甲 野 博 己

高瀬町
高瀬町

斉 藤 　 広
大 西 穰 太

豊中町
財田町

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

　この機会にプールやジムなどの施設や特別プロ
グラム、お風呂を利用ください。
■時 9月18日（月・祝）
■対市内在住の65歳以上の人
※年齢と住所が確認できるものを持参ください

■問たくまシーマックス　☎83－8311

たくまシーマックス市民無料開放DAY

福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30

日　程 場　　所時　間

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）

 6日(水）
13日（水）
20日（水）
10月4日（水）
26日（火）

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
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
三野町保健センター
仁尾町文化会館
市民交流センター
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
二ノ宮農業構造改善センター

7日（木）

8日（金）

11日（月）

20日（水）
26日（火）

地域包括支援センター　☎73－3017
みとよ元気運動塾
転倒予防のための運動教室

敬老の日

フォトコンテスト　春・夏の部 ハロウィンナイト

　三豊市の美しい風景を世界にアピールする写真を募集します。
　外国人住民と一緒に「ハロウィ
ン」を体験しませんか？とびっきりの
仮装をして参加してください。■申■し■込■■み■期■間

9月４日（月）～10月４日（水）
■結■果■発■表
10月下旬頃、入賞者へ直接通知します。各入
賞作品は、マリンウェーブに展示します。
■賞
最優秀賞1作品、優秀賞4作品、佳作10作品
詳しくはホームページ（http://www.mitoyo-
kanko.com/）をご覧ください。

■時 10月14日（土）午後6時～8時30分
■場サンリゾート仁尾
■料一般 3,500 円（年会費込み）
会員・外国人住民 2,500 円
中高生 2,500 円

■内バイキング形式交流会（ドリンク付き）
■数 50人（先着順・要予約）
詳細は9月中旬にホームページに掲載します。

過
去
の
作
品

作品
募集

☆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３期分）

（第３期分）

（第３期分）

10月2日 （月）口座振替日および納期限

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）

９月は、

の納付月です。

財田町

参加者
募集
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