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2018年5月23 広報 22広報 2018年5月

仁尾雨乞い竜 作り手募集
　夏の風物詩「仁尾竜まつり」で担が
れる雨乞い竜の作り手ボランティア
を募集します。
■時４月から
７月末の
毎週日曜
午前中

■場仁尾町リサイクルセンター
■内竜のうろこ、骨組み、担ぎ棒作り
■申■問仁尾雨乞い竜実行委員会
　　　090－2789－1609（曽根）

民間住宅耐震補強低コスト工法
モニター募集

■対低コスト工法を用いて耐震改修工
事を実施する人で、現場見学会や
インタビューなどの広報活動に協
力できる人

■内従来の補助金に加えて、60万円を
上限として上乗せ補助します

■申■問県住宅課　☎087－832－3584

精神保健相談日
【思春期相談】※要予約
■時 5月14日（月） 午後2時～
【心の健康相談】※要予約　　
■時 5月17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 5月9日（水）
午前10時～午後3時

■場市役所西館
■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

市総合体育館5月健康教室
【健康実践教室】※要予約 
■時 5月6日（日）
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
【健康相談と運動処方】 
■時 5月2日（水）、6日（日）、20日（日）、
26日（土） 午前9時～10時30分
5月10日（木）午後0時30分～2時
■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
【バランスボール講座】※要予約
■時 5月20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
三豊総合病院5月健康教室 （要予約）

【食べて治して、ハッピーライフ】
■時 5月11日（金）午後2時～3時
【腎臓病教室】
■時 5月17日（木）
午後3時30分～4時30分

【夜間糖尿病教室（試食会）】
■時 5月10日（木） 午後6時～7時30分
■料 600円
■申■問健康管理センター ☎52－3366
統合失調症 家族教室（要予約）

■時 5月9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
■内話し合い（就職の手段）、交流会
■受 5月7日（月）まで
■申■問西讃保健福祉事務所 
　☎25－2052

香川大学サテライトセミナー

【地域の災害特性を知ろう】
■時 5月10日（木）午後6時30分～8時
■場豊中町農村環境改善センター
■問香川大学事務局
☎087－832－1368

山本町公民館 生涯学習講座
【スターウォッチング
　月と金星・春の星座】
■時 5月19日（土）
午後8時～9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
ガーデンセミナー「苔盆栽作り」

■時 5月27日（日）
午後1時30分～3時45分

■場坂出市番の州公園管理事務所
■数先着15人
■料材料費2,000円
■受 5月7日（月）から
■講苔玉インストラクター
橋本佑介氏

■申■問坂出緩衝緑地 管理事務所
　☎0877－45－6820

発達障がいの家族会
「ハナミズキの会」（要予約）
■時 5月26日（土）
午前10時～11時30分

■場社会福祉法人ラーフ リール
観音寺市柞田町丙1060-1

■対三豊・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

■内座談会

■申■問支援センターウィズ
　☎24－8111

パソコン講習会（パワーポイント）

■時 6月4日（月）～7日（木）
午後6時～9時（4日間）

■場県立高等技術学校丸亀校
■対パワーポイントの基礎・便利な機
能などを学びます

■数 15人
■料 5,160円（テキスト代含む）
■受 5月21日（月）まで
■申■問県立高等技術学校丸亀校
　☎0877－22－2633

平成30年度古文書解読養成講座

■時 5月から12月の第3木曜日
午後7時30分～9時（8月は休み）

■場みとよ未来創造館
■講徳島文理大学　橋詰 茂 教授
■問生涯学習課　☎73－3135
地域包括支援センター運動教室

【転ばぬ先のステップアップ教室
　（高瀬会場）】
■時 6月19日～9月18日
（月2～3回の毎火曜
日の全10回）
午後1時30分～3時

■場みとよ未来創造館
■数 20人
■受 5月9日（水）午前9時から
※定員になり次第受け付け終了

■注他、山本・豊中・三野会場でも
開催予定。募集は別途お知らせ

■申■問地域包括支援センター
　（介護保険課内）☎73－3017

平成30年度三豊市民卓球講習会

■時 6月3日（日）午前9時～午後4時
■場市総合体育館
■対市内在住・在勤の人・市内の学校
に通学する学生で、卓球クラブに
所属する人

■内サーブ、レシーブや練習方法など
の講習会、練習試合

■料 300円
※学生および障がい者は無料

■受 5月25日（金）まで
■問市体育協会事務局　☎56－6251

MFJモトクロス
四国選手権第2戦

■時 5月13日（日）
午前8時30分
開会式

■場原下工業団地隣
■問香川県モトクロス運営委員会
☎0877－98－2067

満濃池森林公園 春の野鳥観察会
■時 5月19日（土）午前9時～正午
■場満濃池森林公園 森林の館
■問公園管理事務所
☎0877－57－6520

■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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桂こけ枝 ふるさと寄席 風 間  杜 夫 独演会

■時６月３日（日） 
開場 午後1時30分
開演 午後2時

■料【全席自由席】
2,000円

■時 6月24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

募集

振り込め詐欺にご注意ください
　市町職員などを装って電話をかけ、
医療費や保険料を還付すると伝え、
ＡＴＭ（現金自動預け払い機）からお
金を振り込ませようとするなどの詐
欺事件が県内でも未だに多発してい
ます。
　広域連合や市町職員がＡＴＭの操
作をお願いすることは絶対にありま
せん。不審な電話があった場合は、最
寄りの警察署や県後期高齢者医療広
域連合、健康課へご相談ください。
■問健康課　☎73－3014
県後期高齢者医療広域連合
☎087－811－1866

5

三豊市出身、桂こけ枝による人情味
あふれるあたたかい寄席

名優がおくる落語の世界

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

■時 5月13日（日）開演 午後2時
■料【全席自由席】大人1,000円
子ども（3歳～小学生まで）500円
親子ペア1,200円　※2歳以下無料

音楽の玉手箱
Classical music meet jazz０歳児から入場ＯＫ！県内で活動するクラシック

演奏家と一緒に音楽を楽しみましょう。

イベント

三豊市初開催

■時 5月17日（木）
開演 午後７時

■料 一般500円、学生100円
■出■演  サックス　國井　類
　　ピアノ　　大浜　由子
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申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局　☎56－5880

♥

＆
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害を受けた人の救援活動や救急法の
講習、血液事業の推進、奉仕団・
青少年活動など、さまざまな活動を
行っています。これらの活動資金は、
日本赤十字社の会員に加入して納め
てもらう「会費」と「寄付金」によっ
て支えられています。ぜひ、ご協力
ください。
　目標額　1世帯 500 円
　自治会長や婦人会長がお願いに伺
います。福祉課、市内の農協各支店
でも受け付けます。
■問福祉課　☎73－3015

第13回市長杯ペタンク大会

■時 5月21日（月）午前8時30分開会式
■場比地小学校
■対市内在住の人
■料1,000円/人（弁当・お茶含む）
■受 5月7日（月）まで
■申■問市ペタンク・ブール事務局
　小野壽一　　090－3461－6715

四国学院大学オープンキャンパス

■時 5月26日（土）午前11時～午後3時
■場四国学院大学（善通寺市）
■内大学紹介、モデル授業、個別相
談会、キャンパスツアーなど

■問四国学院大学入試課
　　0120－459－433
無料送迎バスあり（要予約）

第13回三豊発 !!さぬき軽トラ市
　安くて新鮮な農産物や海産物、食
品や工芸品などの
三豊の魅力が集結!
■時 5月27日（日）
午前9時～午後2時

■場市役所本庁舎駐車場
※当日のボランティアスタッフも募集
しています
■問三豊発!!さぬき軽トラ市実行委員会 
松村　　090－3184－0440

あなたが支える赤十字の活動
５月は赤十字会員増強運動月間
　日本赤十字社では、災害などで被

■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５月の保健・相談

３月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数24件（４）死者数０人（０）負傷者数30人（９）

あなた
５月は

第13
安

第13

■■■

　

四国学

■

火葬場の休場日（６月）
■時 6月6日（水）、22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

日　程 場　　所時　間
10:00～11:30
13:30～15:00

山本町保健センター
みとよ未来創造館

11日（金）
28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

フォトコンテスト 入賞作品発表！ 粟島探険ツア－2018
相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ

13:00～15:00
10:00～15:00
13:00～15:00
9:00～12:00
10:00～12:00
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
みとよ未来創造館
豊中庁舎
財田庁舎
山本庁舎
詫間福祉センター
みとよ未来創造館
豊中庁舎
詫間福祉センター

2日（水）

7日（月）

9日（水）

14日（月）

16日（水）
7日（月）

9日（水）

10:00～13:00
9:00～12:00
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

産業観光課　☎73－3013

農業委員会　☎73－3046

上高野文化センター
☎62－2377

西讃農業改良普及センター
☎62－3075

14日（月）

7日（月）

2日（水）
16日（水）

16日（水）

～

31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

日　程 医療機関名 電話番号市町名
そがわ医院
かもだ内科クリニック
上枝循環器内科クリニック
河田医院 
山地外科医院
渡辺ハートクリニック内科
森クリニック
もりの木おおにしクリニック
　多田歯科医院
石井医院
おざきこどもクリニック
　小野歯科医院
平林医院
業天医院
　河田歯科医院
橋本病院
よねいクリニック
　三宅歯科医院

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

62－2357
23－4976
23－7010
25－3668
72－2577
23－2022
72－1567
25－3291
25－3247
73－6100
24－6789
72－3888
83－2221
52－3636
23－1181
63－3311
52－3800
63－8500

3日（木）

4日（金）

5日（土）

6日（日）

13日（日）

20日（日）

27日（日）

その他

■時 5 月 27 日（日）
午前 9時 30分～午後 4時 30分

■数 130 人（先着順・要予約）
詳しくはホームページをご覧ください。
http://mitoyo.org

　国際交流の会員となって、外国人
住民と一緒に粟島の魅力を満喫しま
せんか？バーベキューやハイキング
などを通して、国際交流を楽しみま
しょう。

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

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
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

10日（木）

14日（月）

16日（水）

18日（金）

22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 税務課からのお知らせ

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
市民センター仁尾
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
みとよ未来創造館

9：30～11：00

9日（水）
10日（木）
11日（金）
15日（火）
17日（木）
21日（月）
23日（水）

日　程 時　間 場　　所
みとよ未来創造館
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
仁尾町文化会館
山本町保健センター
市民交流センター

13：30～15：00

8日（火）
9日（水）
18日（金）
21日（月）
22日（火）
25日（金）
29日（火）

日　程 時　間 場　　所
市民センター仁尾
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
詫間福祉センター
三野町保健センター

10:00～11:00

7日（月）
8日（火）
10日（木）
16日（水）
17日（木）
23日（水）
28日（月）

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

月のお知らせ５

☆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。

５月は、軽自動車税の納付月です。

☆軽自動車税を納付書で納めた人は、領収書に車検時に必要な納税
証明書がついています。大切に保管してください。
☆口座振替で納めた人へは、６月中旬に納税証明書（ハガキ）を送付 
いたします。   

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

５月31日 （木）口座振替日および納期限
　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

（３月受付分）心温まる贈りもの

小野　一壽

大河内 恵美子

神原　貴弘

三野町

財田町

徳島市

高瀬町カラオケ同好会　高瀬町

秋・冬の部
【優秀賞】　大坪邦仁（宇多津町）、上杉孝徹

（観音寺市）、佐藤雄二（四国中央
市）、久保田すなお（丸亀市）

【佳　作】　齋藤百合、八木義樹、上杉孝徹、
横山彰（観音寺市）、久保田すなお
（丸亀市）、久保初美（琴平町）、
森江正（善通寺市）、佐藤雄二（四
国中央市）、大坪邦仁（宇多津町）
　　　　 　　　【敬称略・順不同】

【最優秀賞】
「寒波到来」

真鍋　学（三豊市）

三豊市　　　　フォトコンテスト春の部
三豊市の春の美しい風景写真を募集します。
■受 5月10日（木）～６月4日（月）
詳しくはホームページをご覧ください。www.mitoyo-kanko.com

三豊市に行きたくなる

ような素敵な１枚

福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30

13：30～15：00

豊中町保健センター（さくらの会）

詫間福祉センター（みつより会）

日　程 場　　所時　間
2日(水）
9日（水）
22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

入賞作品はマリンウェーブに展示しています。

予告
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