
マリンウェーブ　☎56－5111マリンウェーブ情報

2017年11月23 広報 22広報 2017年11月

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時11月13日（月） 午後2時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時11月16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

全国一斉 「女性の人権ホットライ
ン」強化週間
■時11月13日（月）～19日（日）
午前8時30分～午後7時
土日は午前10時～午後5時

■相■談■電■話■番■号☎0570－070－810
■問高松法務局　☎087－815－5311
無料調停相談会
■時12月3日（日）
午前10時～午後3時

■場大野原中央公民館（観音寺市）
■内離婚、相続、金銭の貸し借り、交
通事故、土地の境界などの相談

■問観音寺調停協会　☎25－3467

市総合体育館11月健康教室
【健康相談と運動処方】
■時 11月4日（土）、25日（土）、
26日（日）午前9時～10時30分
11月7日（火）午後4時～5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11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

【バランスボール講座】（要予約）
■時 11月26日（日）
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11月23日（木・祝）
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2,000円
■申■問山本町公民館　☎63－1041
詫間町民俗資料館・考古館
ミニ農業体験
【足踏み脱穀機で稲の脱穀・唐箕で
　選別をしよう】
■時11月5日（日）
午前9時30分～11時30分

■数 20人程度
■料100円（保険料含む）
【杵と石臼で餅つきをしよう】
■時12月2日（土）午前9時～11時30分

■数 20人程度
■料 300 円（保険料含む）
■注小学生低学年以下は保護者同伴
■申■問詫間町考古館　☎83－6858
ロボット体験教室 （要事前申込）
■時11月12日（日）
午前10時～午後0時30分

■場香川高専詫間キャンパス
■内子ども向けプログラミング言語を
用いたロボットの制御の体験教室

■対小学3年生から6年生までの児童
■数 6人
■申■問香川高専詫間キャンパス　
　☎83－8507

三豊総合病院11月健康教室（要予約）
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時11月10日（金）午後2時～3時
【腎臓病教室】
■時11月16日（木）
午後3時30分～4時30分

【夜間糖尿病教室】
■時11月9日（木） 午後6時～7時
■申■問健康管理センター
　☎52－3366

三豊総合病院  みとよサプリ
【禁煙しよう！】
■時11月15日（水）午後1時30分～2時
■問三豊総合病院　☎52－3366
精神保健福祉ボランティア養成講座
■時11月24日（金） 午後2時～4時
■場三豊合同庁舎

■内体験発表、ボランティア活動に
ついて

■対三豊市・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

発達障がいの家族会
「ハナミズキの会」（要予約）

■時11月26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
■対三豊市・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

統合失調症家族教室（要予約）

■時 11月8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
■内自立のためにできる制度やサービ
ス、交流会・情報交換

■受11月6日（月）まで
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

オレンジかふぇ  みとよ

■時11月16日（木） 午後2時～4時

■場太陽の家（三野町保健センター内）
■内冬の感染症予防、フラダンス、茶話会
■料100円
■問地域包括支援センター
（介護保険課内）　☎73－3017
三豊市文化協会  文化祭
【作品展覧会】
■時11月25日（土）午前9時～午後6時
26日（日）午前9時～午後3時

■場豊中町農村環境改善センター、市民
交流センター

【芸能発表会】
■時12月3日（日）
午前10時～午後3時30分

■場マリンウェーブ
■問市文化協会事務局　☎56－6251
　ふれあいプラザにお  文化祭
■時11月12日（日）午前10時～午後2時
■問ふれあいプラザにお　☎82－2607
　

たかせ人権福祉センター
前田児童館  文化祭
■時12月9日（土）午前９時～午後2時
■問たかせ人権福祉センター
☎72－2501
前田児童館　☎72－5594

詫間町図書館  人形劇（要申込）

■時11月18日（土）
午前10時30分～11時

■場詫間町図書館
■内「どんぐりお話の会」の人形劇
■対幼児～一般

■数 50人
■申■問詫間町図書館　☎83－6828
仁尾町図書館  古本リサイクル市

■時 11月25日（土）午前10時～正午
■場仁尾町文化会館
■内各家庭から提供のあったリサイク
ル図書、不用となった雑誌を提供

■問仁尾町図書館　☎56－9565
三豊市発達障害等支援連携会議
一般講演会 （要予約）

■時 11月26日（日）
午後1時30分～3時

■場山本町保健センター
■講発達障害支援研究所「たまや」
所長　高橋正泰先生

■内「生きづらさを感じる方への関わり｣
■申■問福祉課　☎73－3015
三豊市スポーツ少年団講演会

■時 11月19日（日）
午後1時30分～3時30分

■場市民交流センター
■講教育講演家・ブレインコーチ
木村玄司氏

■内「子どものやる気と自信を引き出す
ちょっとした秘訣」

■料 500円（市内スポ少登録チームは
無料）

■受11月15日(水）午後5時まで
■申■問市スポーツ少年団事務局
　☎56－6251

■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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相談

全国全国全国全国全国全国全国全国全国全国一一一
ン」ン」ン」ン」ン」ン」ン」ン」強強強

■■■■■
山本山本山本山本山本本山本山本山本山本町
【楽【

詫間詫間詫間間詫間詫間詫間詫間詫間詫間町町町
ミニミニミニミニミミニミニミニ農農農

精神精神精神精神精神神精神精神精神精神保保
【

無料無料無料無料無料料無料無料無料無料調
■

市総市総市総市総市総総市総市総市総市総合合
【健【健

■■■■
ボロボロボロボボロボロボロボロボロボッ
■■■■■1

豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊総
【禁【禁

　
三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊総総
【食【食

■■■
精神精神精神精神精神精神精神精神精神保保保
■■

発発達発達発達発達発達発達発達発達発達障障障障
「ハ「ハ「ハ「ハ「ハ「ハ「ハハナナナナ

たかたかたかたかたかたかたかたかかせせせせ
前田前田前田前田前田前田前田前田前田前 児児児児

■■■市
ふれふれふれふれふれふれふれふれふれああ
■■■

詫間詫間詫間詫間詫間詫間詫間詫間詫間町町
■■■

（介
三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊市市
【作【作

三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊市市市
一般一般一般般般一般一般般講講講

■■■■■■■■
仁尾仁尾仁尾仁尾仁尾仁尾仁尾仁尾仁尾仁尾町

三豊三豊三豊三豊三豊豊三豊三豊三豊三豊市市

■■

オレオレオレオレオレオレオレオオ ン

■

統合統合統合統合統合統合統合統合統合統合失失
■

　まちづくり推進隊三野は「EN-MUSUかが
わ」の応援団体、協力団体に登録しました。
まずは、かがわ縁結び支援センターへ登録を
お願いします。登録者には、今後イベント開
催の案内をします。

まちづくり推進隊三野
独身者支援活動を行っています

イベント

11

清水ミチコ  トーク＆ライブ

映画「0.5ミリ」
アンサンブル・ムジカ
■時  12月１日（金）
開演 午後7時

■料  一般500円、学生100円
■出■演  アンサンブル・ムジカ

■時  11月11日（土）
①午前10時　②午後２時

■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）1,000円　

■時 平成30年2月12日（月・祝）
開場　午後2時30分　開演　午後3時

■料【全席指定席】前売り 3,500円
　　　　　　 当日　 4,000円

※未就学児の入場はご遠慮ください
マリンウェーブ先行発売
11月5日（日）午前10時～（１人10枚まで）
11月8日（水）から、プレイガイド発売開始

かがわ縁結び支援センター（EN-MUSUかがわ）
  ☎  087-862-1711
FAX087-862-1713

■問まちづくり推進隊三野　☎73－6228

道の駅たからだの里さいた
秋の大収穫祭

■時 11月25日（土）午前9時～
■内餅つき、ガラポン抽選会、柿やさつまいもの収穫
体験、いもだき販売・テント出店販売など

■問道の駅たからだの里さいた　☎67－3883

https://www.ems-kagawa.jp

EN-MUSUかがわ 検索



▲

申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局　☎56－5880

♥

＆
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第45回  電波祭

■時11月3日（金・祝）～4日（土）
午前9時30分～午後3時30分

■場香川高専詫間キャンパス
■内模擬店、ライブイベントなど
■問香川高専詫間キャンパス
☎83－8517

介護の日フェア

■時11月14日（火）午後1時～3時
■場ゆめタウン三豊
■内車いす体験、介護・健康相談、
血圧測定、みとよ元気体操体験

■主四国学院大学専門学校・地域包括
支援センター

■問地域包括支援センター
（介護保険課内）　☎73－3017

不動の滝カントリーパーク
第2回パットゴルフ大会

■時11月23日（木・祝）午前8時30分～
■場不動の滝カントリーパーク内
パットゴルフ場

■料 500円
■申■問まちづくり推進隊豊中
　☎62－5210

みとよカップリングパーティー
まち恋  第16章
■時 11月26日（日）
午前9時30分～午後3時

■場旧河内小学校
■内なぞ解きクッキング婚活
■料男性3,000円、女性2,000円
■申■問市商工会豊中支所　☎62－2275

■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1111月の保健・相談

９月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数27件（7）死者数０人（０）負傷者数32人（8）

みとみとみとみとみとみとみとみとみ よよよ
まちまちまちまちまちまちまちまち恋恋恋恋
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■

不動不動不動不動不動不動不動不動不動不動ののの
第2第2第2第2第2第2第2第 回回回回

宗吉かわらの里展示館無料開放デー
■時 11月12日（日）午前9時～午後5時
■内粘土工作での干支の置物（イヌ）
づくりが無料。受け付けは当日
午後3時まで。

■数 80人（午前40人・午後40人）
■問宗吉かわらの里展示館
☎56－2301

三野町図書館臨時休館のお知らせ
■時 11月14日（火）～24日（金）
■問三野町図書館　☎73－3121

火葬場の休場日（12月）
■時 12月6日（水）、21日（木）
■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

みやしたファミリークリニック
細川整形外科医院
永康病院
かもだ内科クリニック
　中西歯科医院
藤川医院
松井病院
　まきの歯科医院
多田医院
渡辺ハートクリニック内科
　つづき歯科医院
上枝循環器内科クリニック
小林整形外科医院
しのはら医院
みとよ内科にれクリニック
　いその歯科クリニック

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

73－4976
25－4290
83－3001
23－4976
72－6057
74－7977
23－2111
23－2848
83－2121
23－2022
72－5240
23－7010
25－7311
56－7222
25－1117
57－1550

3日(金)

5日(日)

12日(日)

19日(日)

23日(木)

26日(日)

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　　）
10日（金）
27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
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）
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

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
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
三野町保健センター

10:00～11:00

6日（月）
9日（木）
14日（火）
15日（水）
16日（木）
22日（水）
27日（月）

日　程 時　間 場　　所
マリンウェーブ
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
三野町保健センター
市民交流センター
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）
20日（月）
22日（水）
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

その他

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

（９月受付分）心温まる贈りもの

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

　「鳥獣被害対策のためには何をすればいい
の？」「農作物の被害が出そうで心配」といった
農業者を対象に、鳥獣被害対策に関する勉強会
を開催します。勉強会は2、3人の小グループで
も行いますので、ご相談ください。
■問県西讃農業改良普及センター　☎62－3075

鳥獣被害対策の勉強会をしませんか

☆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。

11月30日 （木）口座振替日および納期限

11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

2日（木）

13日（月）

15日（水）

17日（金）

28日（火）

国 民 健 康 保 険 税（普通徴収）（第5期分）

介　護　保　険　料（普通徴収）（第5期分）

後期高齢者医療保険料（普通徴収）（第5期分）

「
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
7

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
1日(水）
8日（水）
15日（水）
28日（火）

相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ
13:00～15:00
13:00～15:00
10:00～15:00
10:00～15:00
13:00～15:00
10:00～12:00
13:00～15:00

三野町社会福祉センター
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

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

1日（水）
6日（月）
7日（火）

8日（水）

13日（月）

6日（月）

8日（水）

20日（月）

10:00～13:00

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

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

20日（月）

7日（火）

1日（水）
15日（水）

16日（木）

～

30日（木）

よろず三豊
サテライト

危機管理センター
インパルみの

野 田 裕 子
大 西 亮 平
真 鍋 和 行

豊中町
豊中町
詫間町

横 田 尚 弥
篠 原 國 廣
大 西 孝 敏

財田町
財田町
財田町

みとよの花と島フォトコンテスト 外国人とのクリスマス交流会
　三豊市の花と島が一緒に楽しめる風景写真を募集
します。あなたのお気に入りの作品をご紹介ください。

■申■し■込■み■期■間
11月1日（水）～20日（月）
■結■果■■発■表
11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。

作品
募集 ■時12月16日（土）午後6時～8時

■場マリンウェーブ
■内バイキング形式交流会、くじなど
■料一般3，500円、会員2，500円
■数先着100人（要予約）
■受12月13日（水）まで

初秋のフラワーパーク
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