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ＪＩＣＡボランティア募集
■対青年海外協力隊は満20～39歳、
シニア海外ボランティアは満40
～69歳で、日本国籍を持つ人

■受11月1日（水）正午まで
※詳細は次のウェブサイトをご覧くだ
さい。https://www.jica.go.jp/
■問 JICA四国　☎087－821－8824
第１２回市長杯争奪
ソフトボール大会参加チーム募集

■時11月19日（日）
午前8時30分開会式

■場比地小学校第２運動場
■対健康で競技に支障のない市内在
住または在勤の人（未成年者除く）
男女混合チームの参加も可能

■受 11月15日（水）午後5時までに、
各支所窓口にある申込用紙に必
要事項を記入し下記へＦＡＸ。

■申■問市体協ソフトボール部事務局
　☎090－1063－9778（綾）
　FAX 72－3480

第11回 三豊発 !! さぬき軽トラ市
出店者募集

■時11月26日（日）
午前9時～午後2時

■場市役所本庁舎前駐車場
■料軽トラック、軽バン2,000円
その他車輌と飲食の出店3,000円

■受10月26日（木）まで
■申■問軽トラ市実行委員会
　☎73－3040

司法書士、土地家屋調査士、行政書士による
「法の日」協賛合同無料相談会

■時10月7日（土）
午前10時～午後3時

■場みとよ未来創造館
（旧高瀬町農村環境改善センター）
■内相続などの不動産登記や境界の
問題、身近な法律相談など

■問県司法書士会
☎087－821－5701

社会保険労務士による
出張年金相談

■時10月11日（水）
午前10時～午後3時

■場市役所西館
■時10月24日（火）
午前10時～午後3時

■場詫間福祉センター
■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10月16日（月） 午後2時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時10月19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

障がい者就職面接会

■時10月4日（水）
午後1時30分～3時30分

■場観音寺グランドホテル
■対就職を希望する障がい者
■持筆記用具、履歴書など
■問ハローワーク観音寺　☎25－4521

青年・成人の発達障がいに関する
相談会 （要予約）
■時10月10日（火）
午後1時30分～3時30分

■場市役所西館
■対16歳以上の当事者およびその家
族、関係者など

■内生活や仕事での『困り感』の相談
■問福祉課　☎73－3015
無料労働問題相談会 （要事前申込）

■時10月16日（月）
午前10時～午後4時

■場危機管理センター
■対労働者、労働組合関係者、事業

主、企業などの人事・労務担当者
■申■問県労働委員会
　☎087－832－3723

生活習慣病予防のための
「脂肪とれとれ教室」各会場全10回

■時10月24日～平成30年3月6日
午後1時30分～3時

■場市民交流センター
■時10月27日～平成30年3月9日
午前10時～11時30分

■場みとよ未来創造館
※各会場の開催場所は、都合によ
り変更となる場合があります
■内ストレッチ、筋肉トレーニング他
■講たくまシーマックスインストラクター
■持運動靴（上用）、ヨガマットまたは
バスタオル、飲み物、タオル

■受10月10日（火）午前8時30分～
■申■問健康課　☎73－3014
市総合体育館10月健康教室

【健康相談と運動処方】
■時10月3日（火）午後4時～5時30分
10月18日（水）午後5時～6時30分
10月8日（日）、21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

【正しいトレーニング方法を学ぼう】
（要予約）
■時 10月21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 10月21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
詫間町民俗資料館・考古館
「鎌で稲かり
　そして はでかけをしよう」
■時 10月7日（土）
午前9時30分～11時30分

■場三野町吉津上条超円寺付近
■数 20人程度
※小学校低学年以下は保護者同伴
■料100円（保険料含む）
「紫雲出山で
　古代のくらしを体験しよう」

■時11月3日（金・祝）
午前9時30分～午後1時30分

■場紫雲出山遺跡館前広場　
■数 40人程度（保護者同伴）
■料 500円（幼稚園児以下200円）
■申■問詫間町考古館　☎83－6858

三豊市卓球教室

■時11月11日（土）午後2時～4時
■場高瀬町体育館
■対障がいのある人（中学生以上）
■数 8人　
■内障がいの状況や技術レベルに合わ
せた卓球教室

■受10月28日（土）まで
■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

スターウォッチング「月と秋の星座」

■時 10月28日（土）
午後7時～8時30分

■場山本ふれあい公園
■受当日、現地にて
※雨天曇天のときは、山本町生涯学
習センターにてビデオ学習
■問山本町公民館　☎63－1041

精神保健福祉ボランティア養成講座

■時 10月26日（木）午後2時～4時
■場三豊合同庁舎（観音寺市）
■対三豊・観音寺在住で精神保健ボラ
ンティア活動に関心のある人

■内「こころが元気になるために、スト
レス対処法を学ぼう」

■講明治学院大学　杉山恵理子教授
■申■問県西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

■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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・有料サイトや動画サイトの未納料金がある
・コンビニで電子マネー（カード）を購入しろ
・電子マネーのカード番号を教えろ
　上記のように詐欺が疑われる場合は、すぐに
警察に相談しましょう。
■問三豊警察署　☎72－0110

電子マネーを悪用した
　　特殊詐欺が多発しています

　携帯電話の新しい電波の利用開始に伴い、テ
レビ映像に影響が出ることがあります。影響が
出る可能性のある家庭・企業には、9月下旬にチ
ラシを配布しています。
■問 700MHzテレビ受信障害対策コールセンター
受付時間　午前8時～午後10時（年中無休）
☎0120－700－012（フリーダイヤル）
つながらないときは、☎050－3786－0700

テレビ映像が乱れたら

募集

音楽のおくりもの

わいわいコンサート アフタヌーンコンサート
■日  12月９日（土）

■時  開場 午前10時30分　
開演 午前11時

■時  開場 午後1時30分　
開演 午後2時

■料  【全席自由席】　大人1,200円、こども500円
こどもは4歳～中学生（わいわいコンサートは、
3歳～中学生まで。3歳未満は無料です）。
親子ペアチケット1,500円
団体割引（30人以上500円/人）

■出■演アンサンブル・ディヴェルターズ、
フルート＆司会一村誠也

マリンウェーブ合唱団  1st CONCERT
■時  10月21日（土）開演 午後３時～
■料  一般500円、学生100円
■出■演  マリンウェーブ合唱団（川上尚子先生　指導）

赤ちゃんも
入れるヨ♪



▲

申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局　☎56－5880

♥

＆
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香川大学サテライトセミナー

■時10月26日（木）
午後6時30分～8時

■内『食品としてのオリーブの魅力』
■講香川大学　小川雅廣教授　
■時11月9日（木）午後6時30分～8時
■内『四国のプロレタリア文学
壺井栄・黒島傳治を中心に』

■講香川大学　渡邊史郎准教授
■場豊中町農村環境改善センター
■問香川大学　☎087－832－1368

上高野文化センター・
上高野児童館  文化祭

■時 10月28日（土）
午前9時～午後1時

■場上高野文化センター・上高野児童館
■内子どもおよび講座受講生の作品
展示・バザーほか

■問上高野文化センター　☎62－2377
上高野児童館　☎62－5463

オレンジかふぇ みとよ
■時10月19日（木）午後2時～4時
■場太陽の家（三野町保健センター内）
■内茶話会と歯科衛生士による講話、
二胡の演奏会

■料 100円
■問地域包括支援センター
（介護保険課内）　☎73－3017

市内図書館臨時休館のお知らせ
詫間町図書館
■時 10月3日（火）～12日（木）

■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1010月の保健・相談

８月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数20件（-2）死者数０人（０）負傷者数24人（-2）

市内市内市内市内市内市内市内市内市内図図
詫間

上
オレオレオレオレオレオレオレオレオレンンン
■

香川香川香川香川香川香川香川香川香川大大
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上高上高上高上高上高上高上高上高野野野

高瀬町図書館
■時 10月31日（火）～11月9日（木）
■問詫間町図書館　☎83－6828
高瀬町図書館　☎72－5631

事務所移転のお知らせ
　10月30日（月）から高松法務局人
権擁護部と県人権擁護委員連合会は
新庁舎へ移転します。
■場高松市サンポート3番33号
高松サンポート合同庁舎南館

■問高松法務局人権擁護部
10月27日まで　☎087－815－5311
10月30日から　☎087－821－7850

火葬場の休場日（11月）
■時 11月8日（水）、22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

大西医院
石川医院
　野口歯科医院
森川整形外科医院
クリニック池田
　うすき歯科医院
みずた内科
中央クリニック
山地外科医院
おざきこどもクリニック
　とよしま歯科医院
永野内科医院
クニタクリニック
　まなべ歯科医院
小野医院
森内科医院
　大西ただし歯科クリニック

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

63－2081
54－5511
25－3900
72－5661
23－1500
52－6150
83－7218
25－0755
72－2577
24－6789
24－5775
74－6018
25－1577
62－6480
83－8181
25－7363
57－5095

1日(日)

8日(日)

9日(月)

15日(日)

22日(日)

29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
10:00～15:00
13:00～15:00
13:00～15:00
13:00～15:00
10:00～13:00

10:00～15:00

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
豊中庁舎
詫間福祉センター
山本庁舎
詫間町荘内自然休養村センター
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

改善センター　　）
山本町農村環境改善センター
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
市民センター仁尾（仁尾庁舎）

2日（月）

4日（水）
10日（火）

11日（水）

16日（月）
18日（水）
2日（月）
4日（水）
5日（木）

11日（水）

18日（水）
20日（金）

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 ふれあいプラザにお

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

ふれあいプラザにお
☎82－2607

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

16日（月）

10日（火）

4日（水）
18日（水）

16日（月）

～

31日（火）
よろず三豊
サテライト

イベント

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　　）
13日（金）
23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
山本町保健センター
豊中町保健センター
三野町保健センター
市民センター仁尾（仁尾庁舎）
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

5日（木）
11日（水）
13日（金）
16日（月）
17日（火）
19日（木）
25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
山本町保健センター
三野町保健センター
詫間福祉センター

10:00～11:00

2日（月）
10日（火）
12日（木）
18日（水）
19日（木）
23日（月）
25日（水）

日　程 時　間 場　　所
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
三野町保健センター
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

10日（火）
11日（水）
16日（月）
17日（火）
20日（金）
24日（火）
27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）
社会福祉協議会へ

（８月受付分）心温まる贈りもの

山 下 豊 子
中 矢 彰 視

高瀬町
財田町

大 井 千 明 三野町
問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

　地域で支え、心をつなぐ豊かな“みとよ”を合言
葉に、今年も健康福祉まつりを開催します。
■時10月14日（土）午前9時30分～午後1時
■場市総合体育館およびその周辺
■内ふれあいステージ、飲食・小物などのバザー、
健康・福祉・子育てに関する展示・体験など

■問健康課　☎73－3014

みとよ健康福祉まつり ’17

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）

 4日(水）
11日（水）
18日（水）
11月1日（水）
10月24日（火）

父母ヶ浜の夕日フォトコンテスト入賞作品

【優秀賞】　大坪邦仁（宇多津町）、齋藤百合（観音寺市）
真木隆司（四国中央市）、Chebi Sakuranomiya（丸亀市）

【佳　作】　石角尚義、岩倉しおり、久保資朗（三豊市）、
齋藤百合、横山雪子（観音寺市）、久保田すなお（丸亀市）
長原宏和（坂出市）、大矢根島武（三木町）、
佐伯登（四国中央市）、田中裕美（神奈川県）

☆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。

10月31日 （火）口座振替日および納期限

10月は、

の納付月です。

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

10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：30
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
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
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

5日（木）

16日（月）

18日（水）

20日（金）

24日（火）

市 　 県 　 民 　 税（普通徴収）（第3期分）
国 民 健 康 保 険 税（普通徴収）（第4期分）
介　護　保　険　料（普通徴収）（第4期分）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）（第4期分）

観光交流局では、『みとよの絶景カレンダー２０１８』の予約を受け付けています。
詳しくは、観光交流局ホームページ（http://www.mitoyo-kanko.com/）へGO！

（敬称略・順不同）

「魅惑の時間」
【最優秀賞】　長原宏和（坂出市）

「
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、

　
　
　

気
軽
に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
」

少
年
相
談（
少
年
育
成

セ
ン
タ
ー

）　☎
73　·

3
1
3
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入賞作品はマリンウ
ェーブに

入賞作品はマリンウ
ェーブに

展示しています展示しています
入賞作品はマリンウ

ェーブに

展示しています
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