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第12回三豊発‼さぬき軽トラ市
出店者募集
　軽トラ市で農産物、飲食、工芸品な
どを販売してみませんか？
■時 2月25日（日）午前9時～午後2時
■場三豊市役所本庁舎前駐車場
■料軽トラック、軽バン 2,000円
その他車両と飲食の出店 3,000円
初出店者は登録料2,000円が必要

■受1月25日（木）まで
※実行委員会メンバーや当日ボラ
ンティアも募集しています。
■申■問三豊発‼さぬき軽トラ市実行委員
　会（農業振興課）　☎73－3040

第11回市長杯卓球大会
（個人戦の部）
■時 2月11日（日）午前9時～
■場市総合体育館
■対市内に居住する人または市内に
所在を置く学校・企業・卓球ク
ラブに所属する人

■種硬式の部：年齢制限なし
　　　　　個人戦
ラージの部：原則50歳以上
　　　　　　ダブルス戦、個人戦

■料1人200円（保険代含む）
■受 2月2日（金）まで
■申■問体育協会事務局　☎56－6251
狩猟免許試験（わな猟）
■時 2月24日（土）午前9時30分～
■場みとよ未来創造館（旧高瀬町農
村環境改善センター）

■料 5,200円（県証紙）
※他の種類の免状の交付を受けて
いる場合は3,900円
■実■施■要■領■配■布■場■所農業振興課
県みどり保全課から取り寄せ可

■問県みどり保全課 
☎087－832－3212

精神保健相談日

【思春期相談】（要予約）
■時1月15日（月） 午後2時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時1月18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

みとよ創業塾 （要申し込み）
■時 2 月1日（木）～22日（木）までの
毎週火・木曜日（全7回）
午後7時～9時
※22日（木）は午後6時～9時

■場市商工会本所（インパルみの）
■対市内で創業を考えている人、創業
後5年未満の人

■数 20人
■申■問市商工会　☎72－3123
市総合体育館1月健康教室
【健康実践教室】（要予約）
■時 1月28日（日）
午前10時30分～11時30分

■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1月20日（土）
午前10時30分～11時30分

■料200円
【健康相談と運動処方】
■時 1月6日（土）、20日（土）、28日（日）
午前9時～10時30分
1月11日（木）、25日（木）
午後1時～2時30分

■料200円
■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

■申■問市総合体育館　☎72－1500
三豊総合病院１月健康教室（要予約）
【腎臓病教室】
■時1月18日（木）
午後3時30分～4時30分

【肝臓病教室】
■時1月25日（木）午後2時～4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
■時1月17日（水）午後1時30分～2時
■内インフルエンザとノロウイルス
を予防しよう

■問三豊総合病院　☎52－3366
山本町公民館生涯学習講座
【スターウォッチング「月と冬の星座」】
■時1月27日（土）午後7時～8時30分
■場山本ふれあい公園

■対一般（小学生以下は保護者同伴）
※雨天曇天の場合は、山本町生涯
学習センターでビデオ学習
■問山本町公民館　☎63－1041
医療事務・調剤事務の
求職者支援訓練
■時 3月1日（木）～5月31日（木）
午前9時30分～午後4時10分

■場有限会社アクセス
（丸亀市土器町東）
■料無料（テキスト代は実費）
■受1月31日（水）まで
■注事前にハローワークに相談し、
申込書を有限会社アクセスに持
参または郵送

■申■問有限会社アクセス
　☎0877－22－0121

朝日山森林公園　新春祭
■時1月1日（月・祝）～2日（火）
■場朝日山森林公園
■内福引（１日午前0時から）、高瀬
子ども太鼓「童響」の初打ち（日
の出とともに）、初粥・あめ湯の
接待、焼き
芋などの販
売、琴演奏、
五重塔・大
師堂の一般
公開など

■問観光交流局　☎56－5880
宗吉かわらの里展示館 特別展
【第6回わたしの焼き物お宝展】

■時1月6日（土）～28日（日）
午前9時～午後5時
月曜休館 ※8日（月・祝）は開館、
9日（火）は休館

■内市民の皆さんが大切にしてきた先
祖伝来の品、思い出の品を展示

■料15～64歳は入館料100円
■問宗吉かわらの里展示館
☎56－2301

オレンジかふぇ みとよ
■時1月18日（木）午後2時～4時
■場太陽の家（三野町保健センター内）
■内薬についての講話、お手玉で楽しもう
■料100円
■問地域包括支援センター
（介護保険課内）　☎73－3017
エンジョイサイエンス
■時1月27日（土）　午後1時30分～
■場観音寺第一高校
■内化学実験（液体窒素、クラゲづく
り、高分子重合体、スライム、ポッ
プコーンなど）

■対小学校4～6年生
■数 30人程度
■受1月4日（木）～ ※先着順
■申■問観音寺第一高校　☎25－4155
三豊市男女共同参画推進活動事業
終活コミュニティカフェ
■時1月28日（日）午後1時～
■場四国学院大学専門学校
■内あなたと家族のために
今からできる終活 ～入門編～

■問特定非営利活動法人かがわ福祉
住環境をつくる会（島田）
　090－1006－3487

ゆきあそびに行こう！
 in スノーパーク雲辺寺

■時 2月17日（土）
午前9時10分　三豊市役所出発

■対 各種障害者手帳、特定疾患医療
受給者証、障害福祉サービス受給
者証などを持つ人と介助者（未成
年者は保護者同伴）

■料大人2,500円、中学・高校生
2,000円、小学生以下1,500円
※レンタルは別料金

■受1月31日（水）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

人権課からのお知らせ
　同和地区の身元問い合わせや、差
別発言、差別落書き、えせ同和行為な
どは、差別や人権侵害につながるおそ
れのある行為です。
　こうした差別を助長・誘発するおそ
れのある事案が発生した場合には、
人権課へお知らせください。
■問人権課　☎73－3008
財田町公民館図書室 臨時休館

■時1月30日（火）～2月8日（木）
■問財田町公民館図書室
☎67－0108

■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

JANUARY
月のお知らせ

相談

第第1第1第1第1第1第1第122回222
出店出店出店出店出店出店出店者者

第第1第1第1第1第1第11回1回111
（（（（（（（個個個個個個個人個人

■■■■
狩猟狩猟狩猟狩猟狩猟狩猟猟狩 免
■■■

精神精神精神精神神精神精神精神保保

みとみとみとみとみとみとみ よよ
■■■■2

市総市総市総市総総市総市総市総合合
【健【健

■■■
山本山本山本山本本山本山本山本町
【ス【スタタ

■■■■■■■■
三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊総総
【腎【腎

■■■■
豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊総
■■■■1

（介（
エンエンエンエンエンエンエンジジ
■

三豊三豊三豊三豊三豊三豊三豊市市市市
終活終活終活終活終活終活終活ココ

☎
オレオレオレオレオレオレオレオ ンン
■

人権人権人権人権権人権人権人権課課

財田財田財田財田財田財田財田町

■

ゆきゆきゆきゆきゆきゆきゆきああああ
iiiinnnn ススススス医医療医療医療医療医療医療療事事事事

求職求職求職求職求職求職求職者者者者

朝日朝日朝日朝日朝日朝日朝 山山
■

■■■観
宗吉宗吉宗吉宗吉宗吉宗吉宗吉かか
【第【第

〈後期高齢者医療制度からのお知らせ〉
歯科健診の受診はお済みですか？

イベント

1

清水ミチコ  トーク＆ライブ
■時 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

※未就学児のご入場はご遠慮ください

■時1月14日（日）
開場　午後1時30分　
開演　午後2時

■料【全席自由席】前売り 3,500円
　　　　　　 当日　 4,000円

※未就学児のご入場はご遠慮ください
■出 ベルボトムズ（叶高、庄野真代、
坂本洋）

■時1月25日（木）
開演　午後7時

■料 一般 500円
学生 100円

■問県後期高齢者医療広域連合事務局　
☎087－811－1866

帰ってきたベルボトムズ
チェロと
ピアノデュオ
コンサート

募集

その他

■時２月４日（日）　午前10時25分～午後2時

第72回 香川丸亀国際ハーフマラソン大会
通行規制のお知らせ
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金蔵寺駅金蔵寺駅金蔵寺駅 高松自
動車道

高松自
動車道

高松自
動車道

大会コース規制区間　　　
国道11号、県道33号線
Pikaraスタジアム
（県立丸亀競技場）～坂出市京町

通行可能区間

■問 香川丸亀国際ハーフマラソン大会事務局　☎0877－24－6274

　昨年7月に、平成29年４月1日
時点で75歳（昭和16年4月2日～
昭和17年4月1日生まれ）の人に
歯科健診の受診券をお送りしました。
　受診期限は２月28日（水）ですので、まだ
受診されていない人は、早めの受診をおすすめ
します。
　口腔内の状態が良くなると、持病の改善だけ
ではなく、食事がおいしく食べられるようにな
り気力回復にもつながります。
　歯科健診を受診して、虫歯や歯周病、誤嚥性
肺炎などを予防しましょう。
“うどん”のように なが～くたっしゃに 健康長寿

ごえん



▲

申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局　☎56－5880

♥

＆
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１１０番の日
■時1月10日（水）
　　　　　（耳や言葉の不自由な人
専用）087－831－0100

　
kk110@docomo.ne.jp

■問三豊警察署　☎72－0110
収入保険が始まります
　農業経営者ごとの収入全体を対象
とした収入保険制度が平成 31年１月
から始まります。
　自ら生産した農産物であれば、基
本的に品目に制限はなく、経営努力
で避けられないあらゆる収入減少を
補てんします。保険料には国の助成
もあり、掛金率は補償額の１％程度
で、平均収入の最高８割以上が確保
されます。

　加入するには青色申告（簡易な方
式を含む）の実績１年分以上が必要
です。
■問県農業共済組合　
☎087－899－8977

平成29年度
年末年始ゼロ災香川推進運動
『異常なし！ ダブルチェックで念入
りに 年末年始もゼロ災害』
■時12月15日（金）～1月15日（月）
■問香川労働局　☎087－811－8920
国の教育ローンのご案内
　高校、大学などへの入学時や在学
中にかかる費用を対象とした公的な
融資制度です。子ども一人につき、
350万円以内を固定金利（平成29年
11月10日現在年1.76％）で利用で
き、在学期間内は利息のみの返済と

■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11月の保健・相談

11月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数25件（６）死者数０人（０）負傷者数33人（11）
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■
国の国の国の国のの国の国の国 教
高

することができます。
■問教育ローンコールセンター
☎0570－008656 （ナビダイヤル）
☎03－5321－8656

明治の歩みをつなぐ、つたえる
　平成30年（2018年）
は、明治元年（1868年）
から起算して満150年に
当たります。政府では、

「明治150年」関連施策として、地方
公共団体や民間も含めて、全国で取り
組みを推進しています。
■HP  http://www.kantei.go.jp/jp/
　　 singi/meiji150/portal/

火葬場の休場日（２月）
■時２月６日（火）、23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　　　

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　　）
12日（金）
22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
山本町保健センター
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
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

10日（水）
11日（木）
12日（金）
15日（月）
16日（火）
18日（木）
24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

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

9日（火）
11日（木）
15日（月）
17日（水）
18日（木）
24日（水）
29日（月）

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
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
三野町保健センター
仁尾町文化会館
山本町保健センター

13：30～15：00

9日（火）
10日（水）
16日（火）
19日（金）
22日（月）
23日（火）
26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

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

（11月受付分）心温まる贈りもの

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

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

4日（木）

15日（月）

17日（水）

19日（金）

23日（火）

「
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
10日(水）
17日（水）
23日（火）

綾　美津子

小 野 和 也

大 西 英 樹

高瀬町

高瀬町

山本町

上高瀬小学校児童会　高瀬町

大辻さくらんぼの会　山本町

松崎茶道クラブ　　　詫間町

金 田 則 子

梶 本 　 豊

新 延 　 修

山本町

三野町

三野町

明治明治明治明治治明治明治明治の

【優秀賞】　
眞鍋勝一（三豊市）、 大坪邦仁（宇多津町）、
上杉孝徹、 齋藤百合（観音寺市）

【佳　作】
石角尚義（三豊市）、大矢根島武（三木町）、
大坪邦仁（宇多津町）、 三木雅也、 齋藤百合、
上杉孝徹、八木義樹（観音寺市）

　　　　　　　　　　　【敬称略・順不同】

みとよの花と島  フォトコンテスト 入賞作品発表！ フォトコンテスト
秋・冬の部

入賞作品はマリンウェーブに展示しています。

「マーガレット咲く花園」
石角尚義（三豊市） 

作品
募集

　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ています。
■応■募■■期■間２月１日（木）～26日（月）
■結■果■■発■表３月上旬頃、入賞者へ
直接通知。入賞作品はマリンウ
ェーブ内にて展示します。
■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をご覧くださ
い。www.mitoyo-kanko.com

１月は、

の納付月です。

１月31日 （水）口座振替日および納期限
☆納期限内に納めましょう。

☆市税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。
　固定資産税は毎年１月１日が課税の基準日となっています。土地の用途変
更、家屋の新築や増築、取り壊しがあった場合は、税務課までご連絡ください。
　正確な現状把握と適正課税に、ご理解とご協力をお願いします。

■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 　 県 　 民 　 税（普通徴収）（第４期分）
国 民 健 康 保 険 税（普通徴収）（第７期分）
介　護　保　険　料（普通徴収）（第７期分）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）（第７期分）

相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ
13:00～15:00
10:00～15:00
10:00～12:00
9:00～12:00
13:00～15:00

13:00～15:00

市民センター三野（インパルみの隣）
市民センター仁尾（仁尾庁舎）
財田庁舎
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　　）
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　　）
市民センター三野（インパルみの隣）

4日（木）

9日（火）

10日（水）

15日（月）

10日（水）

15日（月）
17日（水）

9:00～12:00
10:00～15:00
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 ふれあいプラザにお

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

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

15日（月）

9日（火）

10日（水）
24日（水）

16日（火）

～

31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

日　程 医療機関名 電話番号市町名
岩崎病院
よねいクリニック
　ただ歯科医院
今川内科医院
クニタクリニック
小野医院
高室医院
　かもだ歯科医院
嶋田内科医院
辻整形外科医院
　久保歯科クリニック
そがわ医院
宮崎内科医院
　よしだ歯科クリニック

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

83－6011
52－3800
56－2762
62－2052
25－1577
83－8181
25－8311
23－3020
73－5178
57－1100
52－2009
62－2357
25－1280
25－8773

7日(日)

8日(月)

14日(日)

21日(日)

28日(日)

【最優秀賞】

ＦＡＸ110番

携帯電話メール110番
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