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　県営住宅入居者募集
■募■集■月9月、12月、3月
　　（各月1日～10日頃）

■資■格次のすべてに該当する人①住宅
に困窮している②同居親族または
同居しようとする親族がいる③収
入が所定の基準に該当している
④県税などの滞納がない⑤暴力
団員でない※その他詳細はお問
い合わせください。

■申■問県建築設計協同組合（県住宅課）
☎087－832－3587

戦没者遺児による慰霊友好親善
事業の参加者募集
■内父などが戦没した旧戦域を訪れ、
慰霊追悼を行い、同地域の住民と
友好親善をはかる

■申■問県遺族連合会　☎087-831-6081

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時 9月3日（月）　午後2時～
【心の健康相談】（要予約）
■時 9月20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

不動産鑑定無料相談会
■時10月5日（金）午前10時～午後4時

■場【高松会場】県庁本館
【丸亀会場】丸亀市役所
■内土地、建物などの不動産価格や
土地取引に関すること

■問県不動産鑑定士協会
☎087－822－8785

自殺予防週間における
全国一斉「暮らしとこころの相談会」
■時 9月11日（火）午前10時～午後1時
■場香川県弁護士会館（高松市）
■内抱えている問題や悩みに関する
相談（要予約）

■相■談■電■話■番■号☎087－802－5228
　　　　　（当日のみ開設）

■申■問県弁護士会　☎087－822－3693

「全国一斉！法務局休日相談所」開設

■時 10月7日（日）午前10時～午後3時
■場高松法務局本局（高松市）
■内登記や戸籍などに関する相談
※9月3日（月）～10月5日（金）ま
　での平日午前9時～午後5時に
　電話で申し込んでください。

■申■問高松法務局　☎087－821－6342

　

市総合体育館9月健康教室
【初心者のためのトレーニング講座（要予約）】 
■時 9月2日（日）
午前10時30分～11時30分
■内器具を使用した正しいトレーニング
方法の指導
■■料 200円

【バランスボール講座（要予約）】 
■時 9月15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 9月2日(日)、15日(土)
　　　　　 午前9時～10時30分
9月13日(木)、20日（木）
　　　　　　午後0時30分～2時
9月8日(土) 　午後4時30分～6時

■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

■申■問市総合体育館　☎72－1500
精神保健福祉ボランティア養成講座
■時 9月21日（金） 午後2時～4時
■場西讃保健福祉事務所
■内こころの病を理解する
■対市内在住または観音寺市在住で
精神保健福祉ボランティアの活動
に関心のある人

■受 9月19日（水）まで
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

弓道体験教室
■時【平日コース】 10月10日（水）、
15日（月）、17日（水）、22日（月）、
24日（水）の全5回
【休日コース】10月6日（土）、8日
（月・祝）、13日（土）、20日（土）、
27日（土）の全5回
両コース 午前9時30分～11時30分

■場市弓道場（詫間町）

■数各コース15人（先着順）
■対 18歳以上　■料 2,000円（5回分）
■受 9月25日（火）午後5時まで
■申■問市弓道場　☎83－6221
　（午前9時～11時、午後8時～9時）

バウンドテニス教室
■時 10月13日（土）・20日（土）・27日
（土）・11月3日（土）の全4回
午後7時30分～9時

■場吉津小学校
■対小学校4年生以上
■持体育館シューズ、タオル、飲み物
※ラケットは貸し出します

■受 9月28日（金）午後5時まで
■申■問市体育協会事務局　☎56－6251
三豊総合病院9月健康教室（要予約）
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時 9月14日（金）午後2時～3時
【腎臓病教室】
■時 9月20日（木）
午後3時30分～4時30分

【夜間糖尿病教室】（試食会あり）
■時 9月13日（木）午後6時～7時30分

■料 600円　
■受 9月6日（木）まで
■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 9月19日（水）午後1時30分～2時
■テ皮膚のトラブルを起こさないため
のお手入れ

■申■問健康管理センター　☎52－3366

みとよ福祉まつり’18
■時 9月22日（土）
午前9時30分～午後1時30分

■場市民交流センター
豊中町農村環境改善センター

■内ふれあいステージ、飲食・小物販
売、竹パン作り、起震車・ミニ消
防車乗車体験など

■問市社会福祉協議会　☎63－1014
香川県移住者交流会（西讃地区）

■時 9月23日（日）
午前10時30分～午後0時30分

■場萬月（観音寺市観音寺町1213-1）

■内ピザ作り
■対県外から移住した人
■数 20人（要予約）
■申■問田園都市推進課　☎73－3011
平成30年度障がい者就職面接会
■時 9月26日（水）
午後1時30分～3時30分

■場観音寺グランドホテル
■対事業者との面談、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　☎24－4521
吹奏楽団WEST ロビーコンサート
■時 9月23日（日）午前9時45分～11時
■場山本町生涯学習センター
■問山本町公民館　☎63－1041
高瀬高校  学校祭
■時 9月8日（土）
午前9時20分～午後2時30分

■場高瀬高校
■内吹奏楽部演奏会、ダンスパフォー
マンス、各種展示、屋台村など

■問高瀬高校　☎72－5100

■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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おやじバンド大集合！！

ハープソロリサイタル　福井麻衣

音楽の玉手箱　Vol.２　～音楽をめぐる世界の旅～

■時９月９日（日）開演　午後2時
■料【全席自由席】一般　1,000円
　　　　高校生以下　500円

■出 ALL G’s、京極テリーズ、
高松千春の3組

■時10月6日（土）開演　午後２時
■料【全席自由席】親子ペア1,200円　おとな1,000円
子ども（3歳～小学生）500円　※2歳未満は入場無料

募集

■時 9月13日（木）開演　午後7時
■料 一般500円　学生100円

イベント

9

0歳児から楽しめるクラシックコンサート第2 弾。
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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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仁尾町図書館
■時 9月19日（水）～28日（金）
豊中町図書館
■時 9月25日（火）～10月4日（木）
■問山本町図書館　☎63－1041
仁尾町図書館　☎56－9565
豊中町図書館　☎62－6430

行政相談窓口の愛称について
　行政相談窓口の愛称が「きくみみ
香川」になりました。国などの仕事や
手続き、サービスでの困りごとがあ
れば、お近くの行政相談委員または、
きくみみ香川（☎0570－090110）まで。

第16回スイム記録会＆スタート
練習会 in 三豊（要予約）
■時 9月16日（日）午後1時～4時
■場香川高専詫間キャンパス
■内フォームのチェック、スタートの練
習、希望種目のタイムの測定

■対定期的に水泳を行っている人（中
学生以下は保護者の同意が必要）

■数 20人
■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83－8507

香川オリーブガイナーズ
三豊市ホームタウンデー
■時 9月17日（月・祝）
午後1時試合開始

■場観音寺市立総合運動公園
■対■戦■■カ■■ー■ド四国アイランドリーグ
plus公式戦（香川オリーブガイ
ナーズ対徳島インディゴソックス）

■内市内在住の人は観戦無料
■持市内在住が分かる書類（免許証・
保険証など）

■問生涯学習課　☎73－3135
スポーツ少年団主催スポーツ講演会
■時 9月24日（月・祝）
受付：午後1時
開演：午後1時30分

■場市民交流センター
■テ心に響くコミュニケー
ション　ペップトーク
～やる気を引き出す魔法の言葉～

■講日本ペップトーク普及協会
代表理事　岩﨑由純氏

■料 500円
※市内登録スポーツ少年団指導者・
　保護者は無料。

■申■問市スポーツ少年団事務局
　☎56－6251

発達障がいに関する講演会 （要予約） 
■時 9月8日（土） 午後2時～
■場大野原中央公民館
■テフレップテック的考え方
～自分の強みを伸ばし、弱みをテク
ノロジーで補完する～

■講（株）フレップテック代表 楠田亘氏
■申■問支援センターウィズ　☎24－8111

アイランドウォーク瀬戸内
■時10月21日（日）午前6時30分集合
■場詫間交番裏駐車場
■内愛媛県弓削島で島歩き
■対市内在住または市内勤務の人
■料大人4,000円 小学生以下3,000円
■数 55人
■受 9月3日（月）から
※定員になり次第受け付け終了

■申■問市体育協会事務局　☎56－6251

　　　　
市内図書館臨時休館のお知らせ
山本町図書館
■時 9月11日（火）～20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9月の保健・相談

第16
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行

※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

14日(金)
25日(火)

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

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
日　程 時　間 場　　所

三野町保健センター
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
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
みとよ未来創造館

9：30～11：00

3日（月）
6日（木）
12日（水）
14日（金）
18日（火）
20日（木）
26日（水）

日　程 時　間 場　　所
市民センター仁尾
三野町保健センター
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
三豊市役所
豊中庁舎
詫間福祉センター
山本町保健センター

10:00～11:00

3日（月）
10日（月）
11日（火）
13日（木）
19日（水）
26日（水）
27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

月のお知らせ9

日　程 時　間 場　　所
三野町保健センター
みとよ未来創造館
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
仁尾町文化会館
山本町保健センター

13：30～15：00

10日（月）
11日（火）
12日（水）
18日（火）
21日（金）
26日（水）
28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

税務課からのお知らせ

☆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。

9月は、

の納付月です。

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼
10月1日（月）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）

福祉課へ

社会福祉協議会へ

市内図書館へ

（7月受付分）心温まる贈りもの

本 多 　 豊

岡根　則子

綾 　 克 己

仁尾町

三野町

東京都

国民健康保険税（普通徴収）
介 護 保 険 料（普通徴収）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）

（第3期分）
（第3期分）
（第3期分）

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）

 5日(水)
12日(水)
19日(水)

10月3日(水)
9月25日(火)

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
9:00～12:00
13:00～15:00

市民センター仁尾
みとよ未来創造館
市民センター三野（インパルみの隣）
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
豊中庁舎
詫間福祉センター
市民センター三野（インパルみの隣）

3日（月）

5日（水）

10日（月）

12日（水）
19日（水）
3日（月）

12日（水）

19日（水）

10:00～13:00
9:00～12:00
10:00～15:00
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 たかせ人権福祉センター

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

たかせ人権福祉センター
☎72－2501

西讃農業改良普及センター
☎62－3075

10日（月）

7日（金）

18日（火）

～

28日（金）

よろず三豊
サテライト

危機管理センター
インパルみの

5日（水）
19日（水）

フォトコンテスト

　認知症が気になる人や認知症の人とその家族、地域の人な
ど、誰もが気軽に集える場所です。月替わりの講話やイベントを
はじめ、個別の相談ができます。お気軽にご参加ください。

　三豊市で撮影された「夏の風景
写真」を募集します。あなたのお
気に入りの夏風景を世界にアピー
ルしてみませんか。

※参加費が100円～300円必要です。
■問地域包括支援センター　☎73－3017　

日程 時間 場　所

13:00～15:00

13:30～15:30

14:00～16:00

14:00～16:00

13:00～15:00

介護老人保健施設 白寿の杜（詫間町）

三野町保健センター内 太陽の家

特別養護老人ホーム 優楽荘（山本町）

豊中町保健センター

みんなの訪問看護ステーション（高瀬町）

　5日（水）

12日（水）

18日（火）

20日（木）

■応■募■■期■間
9月20日（木）～10月7日（日）
■結■果■■発■表 10月中旬頃、入賞者へ
直接通知。各入賞作品は、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

火葬場の休場日（10月）
■時 10月11日（木）、26日（金）
■問環境衛生課　☎73－3007

作品例

夏の部 作品募集！
Web応募可！

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

日　程 場　　所時　間

6日（木）

10日（月）

19日（水）
25日（火）

28日（金）

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

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
二ノ宮農業構造改善センター
三野町保健センター
仁尾町文化会館

日　程 医療機関名 電話番号市町名
永野内科医院 
細川整形外科医院 
　藤村歯科医院
しのはら医院 
香川井下病院 
　大西ただし歯科クリニック
みやしたファミリークリニック
松井病院 
　うすき歯科医院
池田外科医院 
三野小児科医院 
藤川医院 
小林整形外科医院 
　まきの歯科医院
細川病院 
森内科医院 
上枝循環器内科クリニック
国土外科医院 
　まなべ歯科医院

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

74－6018
25－4290
54－2274
56－7222
52－2215
57－5095
73－4976
23－2111
52－6150
62－3151
25－7788
74－7977
25－7311
23－2848
83－2211
25－7363
23－7010
25－0290
62－6480

2日(日)

9日(日)

16日(日)

17日(月)

23日(日)

24日(月)

30日(日)

オレンジかふぇ開催のお知らせ（９月）

７月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数19件（２）死者数１人（０）負傷者数19人（１）
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