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マリンウェーブ　☎56－5111マリンウェーブ情報
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　自衛官（特別職国家公務員）募集

　
■申■問自衛隊観音寺地域事務所
　☎25－6122

狩猟免許試験（わな猟）

■時 2月23日（土）午前9時30分～
■場みとよ未来創造館
■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

■受1月21日（月）～2月8日（金）
■実■施■要■領■配■布■場■所農林水産課
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（要予約）
【心の健康相談】
■時1月17日（木）午後4時20分～
【思春期相談】
■時1月21日（月）午後2時～
■場西讃保健福祉事務所
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

認知症の当事者交流会（要予約）
■時1月15日（火）午後1時30分～
■場申し込み時にお知らせ
■対認知症の人
■内本人同士で気軽に話をしませんか
■受1月11日（金）まで
■申■問西香川病院　☎72－5121
「福祉のしごと」サポートフェア
■時 1月31日（木） 午後1時～4時
■場サンメッセ香川（高松市）
■対福祉の職場へ就職を希望する人
■内福祉の仕事の業務内容や労働条
件の説明、就職相談など

■問県社会福祉協議会
香川県福祉人材センター　
☎087－833－0250

市総合体育館1月健康教室
【初心者のためのトレーニング講座】（要予約） 
■時 1月26日（土）
午前10時30分～11時30分
■料 200円
【バランスボール講座】（要予約） 
■時 1月13日（日）
午前10時30分～11時30分
■料 200円
【バドミントン指導】 
■時 1月5日（土）
午後6時30分～7時30分
■料 100円

【健康相談と運動処方】 
■時1月5日（土）
午後5時～6時30分
1月10日（木）、13日（日）、
26日（土）午前9時～10時30分
1月17日（木）午後0時30分～2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
三豊総合病院１月健康教室（要予約）
【腎臓病教室】
■時1月17日（木）
午後3時30分～4時30分

【肝臓病教室】
■時1月24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16日（水）午後1時30分～2時
■テ冬に気をつけたい心臓の病気
～心不全を引き起こさないために～

■申■問健康管理センター　☎52－3366

山本町公民館生涯学習講座
【たこあげ大会】
■時 1月12日（土）
午前10時～11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）
■持たこは各自で用意してください。
※要防寒。雨天の場合は中止。

■問山本町公民館　☎63－1041
パーキンソン病患者の会
（すみれ会）※要予約

■時1月16日（水）午前11時～午後1時
■場西讃保健福祉事務所
■内昼食会（情報交換や交流など）
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

介護に関する入門的研修（要申込）

■時 1月26日（土）、2月2日（土）、9日（土）
午前8時45分～午後5時30分
※3日間とも受講できる人

■場四国学院大学専門学校
■対介護未経験者
■数 20人
※修了者には県発行の修了証明書を
お渡しします
■申■問四国学院大学専門学校
　　　0120－72－5192

みとよ創業塾（要申込）

■時 2月5日（火）～26日（火）までの
毎週火・木曜日（全7回）
午後7時～9時
※26日（火）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
■受 1月31日（木）まで
■申■問市商工会　☎72－3123

朝日山森林公園　新春祭

■時1月1日（火･祝）
～2日（水）

■場朝日山森林公園
■内福引（1日午前0時から）、高瀬子ど

　　　　　　　ど　ん
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

■問朝日山森林公園を守る会　
　090－3787－3307（近田）

宗吉かわらの里展示館 特別展
【第7回わたしの焼き物お宝展】
■時1月5日（土）～27日（日）
午前9時～午後5時
月曜休館 ※14日（月・祝）は開
館、15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

たのしくレクリエーション（要申込）
木にふれる・しる・つくるワークショップ

■時 2月3日（日）午前10時～正午
■場なかよしライブラリー香川三豊工場
（財田町財田上726）
■内木に触って、木のことを知ろう！

　　　　　　　　　　　　　　　　はし
カンナを使ってMyお箸づくり

■料 500円（材料費）

■対障がいのある小・中学生と家族
■数 15人（多数の場合、抽選）
■受 1月4日（金）～27日（日）
■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
　障害者生活支援センター結　
　（高瀬町） ☎74－7211

ゆきあそびに行こう！
in スノーパーク雲辺寺
■時 2月16日（土）
午前9時15分　三豊市役所出発

■対各種障害者手帳、障害福祉サー
ビス受給者証などを持つ人と介
護者（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（木）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

介護予防講演会
■時 2月16日（土）　開場　正午
■場マリンウェーブ
■内午後0時30分　三豊市特別表彰式
午後１時　みとよ元気体操実技
午後１時30分　講演会開始

■講元NHK「ためしてガッテン」
　　　　　　　　　　　　　きたおり　はじめ

専任ディレクター 北折　一 氏
■数 600人
※当日直接会場にお越しください

■問地域包括支援センター　☎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

JANUARY
月のお知らせ

相談
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狩猟免
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筒井志帆ヴァイオリンリサイタル in 三豊
～新春の香を音の便りにのせて～

中国雑技

マリンウェーブ合唱団
2ndコンサート
■時1月26日（土）
開演 午後2時

■時1月27日（日）
開演　午後２時

■料【全席自由】一般前売り 2,500円
　　　　　　　（当日3,000円）
　　　　　　小中学生　1,000円

■時１月19日（土）開演　午後2時
■料【全席自由】
一般2,000円　高校生以下1,000円

募集 イベント

１

香川県出身のヴァイオリニスト・筒井志帆さんによるクラ
シックコンサート。新春にふさわしく華やかなプログラム
をお届けします。ヴィヴァルディ「四季」より“春”ほか

三豊・観音寺市市民災害フォーラム
～巨大地震災害想定と危機管理「そのとき何をすべきか」～

驚きの早業！！変面！！
世界最高レベルの技を
お楽しみください。

応募締め切り
随時受付中

1月7日（月）まで

自衛官候補生
区　分

陸上自衛隊・
高等工科学校生徒

■時 2月10日（日）午後1時～3時15分
■場観音寺グランドホテル
■内基調講演１
「緊急消防援助隊の活動と
　大規模災害に備えた取り組み」
基調講演２「災害時の被災地医療」
※当日直接会場にお越しください。
■問一般社団法人 三豊･観音寺市医師会 ☎62-2211

■郵■送■期■間 2019年2月号～2020年1月号
■申■し■込■み■方■法任意の用紙に、申込者の氏名･
郵便番号･住所･電話番号と、送付先の氏名･
郵便番号･住所を記入し、140円切手12枚を
添えて、秘書課へ持参または郵送。
■受1月18日（金）まで

広報みとよを郵送しませんか
離れて暮らす家族や友人に、ふるさとの便りを届けませんか。

■料  一般500円　
　　学生100円

非常持出袋飲
料
水

飲
料
水



202019年1月広報2019年1月 広報21

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局　☎56－5880（火曜休館）

♥

＆
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エンジョイサイエンス
■時 1月26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（金）～　※先着順
■申■問観音寺第一高校　☎25－4155

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30年
11月12日現在年1.78％）で利用で
き、在学期間内は利息のみの返済と
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）

■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1月の保健・相談

エンジ
■■■■■■

国の教

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

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

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
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

8日（火）
9日（水）
15日（火）
18日（金）
21日（月）
22日（火）
25日（金）

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1
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。
　

☆市税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

1月31日（木）口座振替日および納期限

社会福祉協議会へ

（11月受付分）心温まる贈りもの

詫間　利邦
宮崎　　進
河田アサ子

（高瀬町）
（山本町）
（詫間町）

市内小学校へ
佐藤　惠子 （札幌市）

みの元気塾 （三野町）

　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。

■料 100～300円
■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
13:00～15:00
14:00～16:00

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
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）

　
9日（水）

15日（火）

17日（木）

火葬場の休場日（2月）
■時 2月6日（水）、21日（木）
■問環境衛生課　☎73－3007

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

7日（月）

10日（木）

16日（水）

18日（金）

22日（火）

市民交流センター
みとよ未来創造館
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
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

11月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数21件（＋7）死者数０人（０）負傷者数28人（＋9）

　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）

　昨年7月に、平成30年4月1日
時点で75歳（昭和17年4月2日～
昭和18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（木）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。

１月は、

の納付月です。

※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

小野医院
みとよ内科にれクリニック
橋本病院
クニタクリニック
永康病院
香川井下病院
多田医院 
今滝医院
　小川歯科医院
永野内科医院
高室医院
　森歯科医院
藤田脳神経外科医院
たしろ医院
池田外科医院
羽崎病院
　森川歯科医院
みやしたファミリークリニック
冨士クリニック
　パール歯科クリニック

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

83－8181
25－1117
63－3311
25－1577
83－3001
52－2215
83－2121
27－6218
54－5118
74－6018
25－8311
25－2077
72－1135
25－8413
62－3151
25－3382
63－2968
73－4976
25－3692
25－8025

1日(火)

2日(水)

3日(木)

6日(日)

13日(日)

14日(月)

20日(日)

27日(日)

特別養護老人ホーム 優楽荘（山本町）

フォトコンテスト 入賞作品決定!! 外国語講座1月期

入賞作品はマリンウェーブに展示しています。

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
 9日(水)
16日(水)
22日(火)

その他

昭和30年３月勝間小学校卒業
喜寿同窓会　　　　（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）

【優秀賞】　横山　彰（観音寺市）、石角尚義（三豊市）
谷口浩之（高松市）、大坪邦仁（宇多津町）

【佳　作】　真鍋　学、石角尚義、中西洋一（三豊市）、横山雪子、
　　　田中克彦、八木義樹、横山　彰（観音寺市）、大坪邦仁
　　　（宇多津町）、佐藤雄二（四国中央市）【敬称略・順不同】

【最優秀賞】

夏の部

「燧灘眺望」
　真鍋　学（三豊市）

　外国人講師や受講生とコミュニケーション
しながら、楽しく外国語を学びましょう！

■コ■ー■ス 英会話・中国語・韓国語・スペイン語
■期■間 1月～3月（各クラス全10回）
■■料 一般 14,000円（年会費込み）、
 会員 13,000円

※どのクラスも初回見学無料です

詳しくはホームページ
（http://mitoyo.org/）をご覧ください。

平成30年度 年末年始ゼロ災香川
推進運動（期間：12月1日～1月15日）
■問香川労働局 ☎087－811－8920

『みんなで感謝の総点検
　　笑顔で迎える 年末年始』

歯科健診の受診は
　　お済みですか？

■問健康課　☎73－3014
県後期高齢者医療広域連合事務局

　 ☎087－811－1866

後期高齢者医療制度からのお知らせ

你好！

（第4期分）
（第7期分）
（第7期分）
（第7期分）

市　県　民　税（普通徴収）
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)

■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。

　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。

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
13:00～15:00
9:00～12:00
13:00～15:00
13:00～15:00

市民センター三野
市民センター仁尾
財田庁舎
みとよ未来創造館
豊中庁舎
詫間福祉センター
山本庁舎
みとよ未来創造館
豊中庁舎
市民センター三野
詫間福祉センター

4日（金）

7日（月）

9日（水）
16日（水）
21日（月）
7日（月）
9日（水）
16日（水）
23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 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

産業観光課　☎73－3013

農業委員会　☎73－3046

ふれあいプラザにお
☎82－2607

西讃農業改良普及センター
☎62－3075

21日（月）

7日（月）

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

9日（水）
23日（水）

オレンジかふぇ開催のお知らせ　　（１月）

受講生
募集
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