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第6回「わたしの焼き物お宝展」
展示作品募集

■受12月17日（日）まで
午前9時～午後5時開館

■募■集■作■品焼き物のみ（展示スペース
に限りがあります）

■応■募■方■法展示館に直接持ち込み
※1月6日(土）～28日（日）の展示期間
終了後も、直接本人が引き取りに
来てください。

■申■問宗吉かわらの里展示館
　☎56－2301

放送大学4月生（平成30年度1学期）
募集
　テレビ放送やインターネットを利用
して授業を行い、心理学や福祉、経済
など幅広い分野を学べます。
■受平成30年3月20日（火）まで
■申■問放送大学香川学習センター
　☎087－837－9877

砂原児童基金（平成30年度校外教育
スポーツ奨学金事業）奨学生募集

■内学校外教育（塾やスポーツ教室な
ど）にかかる経費を助成します

■対経済的理由から学校外教育を十
分受けられない小学生から高校生

■受平成30年1月15日（月）必着
※詳細は財団ホームページに掲載
■申■問（公財）砂原児童基金
　☎087－837－2230

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時12月11日（月） 午後2時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時12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

社会保険労務士による出張年金相談
■時12月13日（水）午前10時～午後3時
■場市役所西館
■時12月26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、相談者本人を確認で
きるもの。代理人の場合は、委任
状と代理人本人を確認できるもの

■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
　青年・成人の発達障がいに関する

相談会（要予約）

■時12月12日（火）
午後1時30分～午後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

■内生活や仕事などの「困り感」に
対して相談

■申■問福祉課　☎73－3015

香川県多重債務者無料相談会
■時 12月16日（土）
午前10時～午後2時15分

■場県弁護士会館
■数 12人（要予約・先着順）
■受12月7日（木）まで
■申■問県くらし安全安心課
　☎087－832－3175

全国一斉生活保護ホットライン
■時 12月11日（月）
午前10時～午後1時

　　0120－158－794（通話料無料）
※上記番号は相談日のみ開設
■問県弁護士会　☎087－822－3693
集落営農・ほ場整備個別相談会
■時 12月15日（金）
午前10時～午後4時

■場危機管理センター
■対集落営農やほ場整備に興味のあ
る個人または集団。農地の維持・
管理に不安を抱えている人など

■問西讃農業改良普及センター
☎62－3075

干支の張り子絵付け体験
■時 12月10日（日）午前10時～正午
■場宗吉かわらの里展示館
■内白い状態の干支の張子に
絵付けをして、オリジナル
作品をつくる

■数 12人（先着順）
■料1,500円（材料費）
■問宗吉かわらの里展示館 ☎56－2301
市総合体育館12月健康教室
【健康実践教室（要予約）】
■時 12月2日（土）
午前10時30分～11時30分
■数 10人
■内体力測定、体組成器測定を元に
したトレーニング指導など
■料200円
【バランスボール講座（要予約）】
■時12月3日（日）
午前10時30分～11時30分

■料200円
【健康相談と運動処方】
■時 12月2日（土）、3日（日）、23日（土） 
午前9時～10時30分
12月12日（火）午後3時30分～5時
12月14日（木）午後1時～2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
■申■問市総合体育館　☎72－1500
詫間町民俗資料館・考古館講座
【しめ縄をつくろう】
■時12月23日（土）
午前9時30分～11時

■数 15人程度
■料200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
中学生のための高専数学講座

■時12月23日（土）
午前9時～11時30分

■場香川高等専門学校詫間キャンパス
■内数学の過去の入試問題を解いて、
数学教員が解説

■対中学3年生
■数 20人（要予約・先着順）

■持筆記用具、飲み物
※詳しくは香川高専ホームページの
「お知らせ」欄をご覧ください。
■申■問香川高専詫間キャンパス　
　☎83－8507

三豊総合病院12月健康教室（要予約）
【男性の調理実習】
■時12月6日（水）
午前10時～午後0時30分

【食べて治して、ハッピーライフ
　（調理実習）】
■時12月8日（金）午前10時～正午
【夜間糖尿病教室】
■時12月14日（木） 午後6時～7時
【腎臓病教室（調理実習）】
■時12月21日（木）
午前10時30分～午後1時

※調理実習・試食会は実費600円必要
■申■問健康管理センター ☎52－3366
Ｊｗ－ｃａｄ講習（活用）４日間
■時平成30年1月18日（木）から1月
30日（火）までの毎週火・木曜日
午後6時～9時

■場県立高等技術学校丸亀校
■対Ｊｗ－ｃａｄを使う仕事をする人
■内外部変形機能などＪｗ－ｃａｄ
の拡張機能などを学びます

■数 15人
■料2,000円（テキスト代含む）
■受平成30年1月4日（木）
■申■問県立高等技術学校丸亀校
　☎0877－22－2633

ガーデンセミナー
　“正月の寄植え（実習）”
■時12月17日（日）午後1時30分～
■場坂出市番の州公園管理事務所
■内正月用の材料を使った寄植えづ
くりや園芸相談会など

■料参加費2,500円（実費）
■講園芸家　小田健一氏
■申■問坂出緩衝緑地管理事務所
　☎0877－45－6820

観音寺・三豊おさかな市2017
■時12月10日（日）
午前8時30分～午後2時

■場旧観音寺競輪場
■内活魚・鮮魚の即売会、水産物の
試食・販売、魚のつかみ取り、
抽選会など

■問三豊郡漁業組合連合会　
☎25－3963

三豊市楽しくスポーツ教室
「レクリエーションで楽しもう！」
■時12月16日（土）午後2時～3時30分
■場豊中町体育館
■対市内在住で障がいのある人とその
家族・介助者

■持上靴、飲み物、タオルなど
■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

第12回市長杯バドミントン大会
■時平成30年1月21日（日）9時開会
■場市総合体育館
■対市内在住・在勤の人または市内
の学校に通学する学生

■種個人戦
・一般男子ダブルス（2部～5部）
・一般女子ダブルス（3部～5部）
※男女とも 5部は初心者

■料参加費（1チーム）社会人1,300円
　　　　　　　　学生　　700円

■受平成30年1月10日（水）必着
■申■問市体育協会バドミントン部
　☎090－2784－2503（河田）

オレンジかふぇ  みとよ
■時12月21日（木） 午後2時～4時
■場太陽の家（三野町保健センター内）
■内介護保険の話、大正琴、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

■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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　お酒は飲み方によって食欲を増進させたり、
ストレスを解消したりします。しかし、飲み
すぎると肝臓病や心臓病、糖尿病、肥満など
の原因となります。適量は純アルコール量1
日男性20g、女性10gです。
　楽しく飲み続けるために、適量を守り、節
度ある飲酒を心掛けましょう。

アルコールの適量を知りましょう！

『必ずチェック最低賃金！　使用者も　労働者も』

イベント

12

清水ミチコ  トーク＆ライブ
■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

適量（純アルコール量20g相当）の目安
ビール　　　中びん1本（500ml）
日本酒　　　1合（180ml）
焼酎（25度） 　100ml
ワイン　　　グラス2杯弱（200ml）
ウイスキー　ダブル1杯（60ml）
　　＊女性はこの半量が目安です

■問健康課　☎73－3014

音楽のおくりもの
クリスマス親子で楽しむ
　　　　クラシックコンサート

わいわいコンサート アフタヌーンコンサート
■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、親子ペアチケット1,500円ほか

■出■演アンサンブル・ディヴェルターズ

赤ちゃんも
入れるヨ♪

4歳から
ＯＫ！

募集

香川県最低賃金

時間額　７６６円
10月1日から！

※産業によっては、これとは別に特定最低賃金が
　定められているものがあります。
■問香川労働局労働基準部賃金室　☎087－811－8919

好評発売中！



▲

申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局　☎56－5880

♥

＆
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有害鳥獣駆除対策補助事業の
受け付けを終了します

　今年度の「被害対策用ネット等設
置事業」および「駆除用罠具等購入
補助事業」の受け付けは、12月22
日（金）までです。対策を検討してい
る人は、早めに相談してください。
■問農業振興課　☎73－3040
香川労働局からのお知らせ

石綿による健康被害を受けた方の
ご遺族へ
　労災保険法では、業務上で死亡し
た労働者の遺族補償給付の請求権は
５年で時効となります。

　しかし石綿による健康被害が原因
で死亡したときは、５年以上経過し
ていても石綿救済法の特例により、
平成34年3月27日まで特別遺族給付
金の請求ができます。
■問観音寺労働基準監督署
☎25－2138

一人でも雇ったら、労働保険の加入
手続きが必要です
　労働者（パート・アルバイトを含む）
を一人でも雇えば、原則として業種・
規模の如何を問わず、事業主は労働
保険に加入しなければなりません。
詳しくは下記まで。
■問香川労働局労働保険徴収室　
☎087－811－8917

■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1212月の保健・相談

10月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数19件（-8）死者数０人（０）負傷者数22人（-10）

有害有害有害有害有害有害有害鳥鳥鳥鳥
受け受け受け受け受け受け受け受け付付付付

■
香川香川香川香川香川香川香川労労

綿

冬の道路の通行は出発前の準備
をしっかりと
　お出かけ前の情報収集と、冬用タイ
ヤチェーンの準備が必要です。道路情
報は「四国道路情報」で検索するか、
以下のURLを入力してください。
「https://www.skr.mlit.go.jp/
road/info/index.html」
・携帯電話、
スマホからは
QRコードが便利
■問道の相談室
☎087－811－8460

火葬場の休場日（１月）
■時 1月1日（月）、19日（金）
■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

石井医院
国土外科医院
　浪越歯科医院
池田外科医院
香川井下病院
　ごうだ歯科医院
西香川病院
河田病院
　漆川歯科医院
細川病院
やまじ呼吸器内科クリニック
橋本病院
もりの木おおにしクリニック
　あらき歯科クリニック
森川整形外科病院
おざきこどもクリニック
みやしたファミリークリニック
小林整形外科医院
藤田脳神経外科医院
業天医院
藤川医院
国土外科医院

高瀬町
観音寺市
仁尾町
豊中町
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
山本町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
高瀬町
観音寺市
高瀬町
観音寺市
高瀬町
観音寺市

73－6100
25－0290
82－5555
62－3151
52－2215
27－8199
72－5121
25－3668
54－2077
83－2211
54－5588
63－3311
25－3291
23－4182
72－5661
24－6789
73－4976
25－7311
72－1135
52－3636
74－7977
25－0290

3日(日)

10日(日)

17日(日)

23日(土)

24日(日)

31日(日)

1月1日(月)

1月2日(火)

1月3日(水)

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　　）
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
山本町保健センター
三野町保健センター
市民センター仁尾（仁尾庁舎）
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

9：30～11：00

7日（木）
8日（金）
13日（水）
18日（月）
19日（火）
20日（水）
21日（木）

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

4日（月）
12日（火）
14日（木）
20日（水）
21日（木）
25日（月）
27日（水）

日　程 時　間 場　　所
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
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
山本町保健センター
仁尾町文化会館

13：30～15：00

11日（月）
12日（火）
13日（水）
15日（金）
18日（月）
22日（金）
26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

（10月受付分）心温まる贈りもの

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

　宝くじの助成金を受けて、
山本町の庵上自治会が獅子
舞道具を整備しました。

■問総務課　☎73－3000

宝くじの助成金で整備しました

☆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。

12月25日 （月）口座振替日および納期限

12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
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
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　　 ）
三野町保健センター
仁尾町文化会館
マリンウェーブ
二ノ宮農業構造改善センター

7日（木）

11日（月）

15日（金）

20日（水）
26日（火）

固　定　資　産　税（普通徴収）（第３期分）
国 民 健 康 保 険 税（普通徴収）（第6期分）
介　護　保　険　料（普通徴収）（第6期分）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）（第6期分）

「
ひ
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り
で
悩
ま
ず
、

　
　
　

気
軽
に
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し
て
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だ
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い
」

少
年
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年
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成
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ー

）　☎
73　·
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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
6日(水）
13日（水）
26日（火） 原 　 武 邦

松 田 雅 史
山本町
詫間町

倉 田 乾 一 東京都

冬の冬の冬の冬の冬の冬の冬の冬 道道
をしをしをしをしををしをししっっ

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
10:00～13:00

10:00～15:00

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
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　　）
市民センター仁尾（仁尾庁舎）
財田庁舎
山本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）

5日（火）
6日（水）
13日（水）
20日（水）

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

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）

18日（月）

～

27日（水）
よろず三豊
サテライト

危機管理センター
インパルみの

【優秀賞】　大坪邦仁（宇多津町）、上杉孝徹（観音寺市）、
石角尚義（三豊市）、久保田すなお（丸亀市）

【佳　作】　横山　彰、上杉孝徹、八木義樹（観音寺市）、
真鍋　学（三豊市）、藤本正昭（善通寺市）、
大坪邦仁（宇多津町）、大矢根島武（三木町）、
佐伯　登（四国中央市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【敬称略・順不同】

春・夏の部フォトコンテスト 入賞作品が決まりました!!

　入賞作品は 12月8日（金）までマリンウェーブに展示して
います。たくさんのご応募ありがとうございました。

「年に一度の神の島へ」
【最優秀賞】　岡田崇寛（高松市） 
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