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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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第25回三豊市体育協会長杯高瀬
オープン・ラージボール卓球大会
参加者募集
■時６月23日（日）午前9時～
■場市総合体育館
■種団体戦（男女各2名以上）
ダブルス戦

■対県内および近県に住んでいる人
■料 1チーム3,000円 (団体のみ）
■受６月14日（金）午後5時まで
■申■問市体育協会事務局
　☎73－3138

放送大学10月入学生募集

　放送大学はテレビ・インターネッ
トで授業を行う通信制の大学です。
■受 6月15日(土)～9月20日(金)
■申放送大学香川学習センター
☎087－837－9877

精神保健相談日（要予約）

【思春期相談】
■時 6月10日（月）午後2 時～
【心の健康相談】
■時 6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

社会保労務士による出張年金相談

■時 6月12日（水)、25日（火）
午前10時～午後3時

■場 12日 : 危機管理センター
25日:詫間福祉センター

■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。

■申■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

住まいの耐震化の無料相談会（要予約）

■時７月１８日（木） 
午前9時30分～午後4時

■場危機管理センター
■対昭和５６年５月以前に建てられた住
宅（借家を含む）に住んでいる人

■内建築士による耐震化の相談、補助
金手続きの説明

■申■問建築住宅課　☎73－3044
青年・成人の発達障がいに関する
相談会（要予約）

■時 6月21日（金) 午後1時～
■場みとよ未来創造館
■対16歳以上の当事者およびその家
族、関係者など

■内家庭、学校、職場などで困ってい
ることの相談

■問福祉課　☎73－3015

無料調停相談会

■時 6月2３日（日） 午前10時～午後3時
■場仁尾町文化会館
■内離婚、相続、金銭貸借、交通事故、
土地の境界などの相談

■問観音寺調停協会　☎25－3467

市総合体育館６月健康教室
【健康相談と運動処方】
■時６月2日(日) 午前10時30分～11時
8日（土）､13日(木）､ 30日（日）
午前9時～10時30分
19日(水）午後3時30分～5時
■内各種トレーニング機器を使った運
動を専門のインストラクターがサ
ポートします
■料 200円
【エルダー健康づくり教室】
（要予約）
■時 6月30日（日）
午前10時30分～11時30分
■料 200円
■数 10人
■内器具を使ったトレーニング方法
の指導およびレクチャー

【バランスボール講座】（要予約）
■時 6月2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６月健康教室（要予約）
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時 6月14日（金）午前10時～正午
■内調理実習（食事でメタボ改善）
【腎臓病教室】
■時 6月20日（木）
午前10時30分～午後1時

■内調理実習（塩分を控えた食事）
【男性の調理実習】
■時 6月5日（水）
午前10時～午後0時30分

■内調理実習（味ごはん・卵料理）
【夜間糖尿病教室】
■時 6月13日（木）午後6時～7時
■料調理実習は600円が必要
■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 6月19日（水）午後1時30分～2時
■内目の前で人が倒れたら…～あなたも
できる救命処置～

■問三豊総合病院　☎52－3366
親子料理教室「旬の魚のさばき方」

■時 7月23日（火）午前10時～
■場観音寺総合高校
■対小学生の親子10組（先着順）
■講同高校食物系列の3年生
■受 6月3日(月）午前9時から
■持エプロン、ハンドタオル
■申■問農林水産課　☎73-3040

香川大学サテライトセミナー

■時①6月27日（木）②7月11日(木）
午後6時30分～8時

■テ①小豆島自動運転公道実験から
「街づくり」を考える
②実践､日常生活におけるリスク
マネジメント

■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

第17回スイム記録会＆スタート
練習会 in三豊（要予約）
■時 6月29日（土）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､スタート練習、
希望種目のタイム測定

■対高校生以上で定期的に水泳を行っ
ている人

■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83－8507

転ばぬ先のステップアップ教室　
（山本会場）
■時 7月3日～
10月16日
(月2～3回
の水曜日
10回コース) 午後1時30分～3時

■内ストレッチやバランス運動などを
組み合わせた運動教室

■対市内在住の 65歳以上の人（前年
受講した人は除きます）

■場山本町保健センター

■数 20人
■受 6月3日(月）午前9時から
※定員になり次第受付終了

■申■問地域包括支援センター
(介護保険課内 ☎73－3017）

消費税軽減税率制度説明会

■時 6月25日(火)、27日(木)
午後1時30分～2時30分

■場 25日：観音寺市役所
27日：みとよ未来創造館

■問観音寺税務署　☎25－2191
介護予防教室（要予約）

■時 7月1日(月)～
毎週月曜（祝日休み）全10回
午後2時30分～3時30分

■場特別養護老人ホームみの
■内スポーツトレーナーによる椅子
体操

■料 10回3,000円（途中参加可能）
■対 60歳以上
■数 15人
■申■問三野福祉会　☎72－6271

宗吉かわらの里展示館無料開放デー

■時 6月9日(日）午前9時～午後5時
■内粘土工作の貯金箱づくり
(受け付けは午後3時まで）

■数午前・午後各40人　※先着順
■問宗吉かわらの里展示館
☎56－2301

■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

JUNE
月のお知らせ

相談

放送大

第25
オープ
参加者

精神保 青年・
相談会

無料調

■■■
社会保

■■

住まい
■■■■■■■■■

市総合
【健【健

香川大

■■■■

■■■■■■■観
介護予

■■

宗吉か

■■■■■

消費税

■■■■■

第17回
練習会

転ばぬ
（山本会

三豊総

■■■■

■
親子料

■■■

三豊総
【食【食

宇崎竜童 弾き語りライブ

デビット・マシューズ＆ケンツツイ

深田宏一「名曲の調べ」
陸上自衛隊第14音楽隊
七夕コンサート

■時６月８日（土）開演　午後４時

■時 6月14日（金）
開演　午後7時

６

　ダウン・タウン・ブギウギ・バンドから山口百恵
まで名曲熱唱、圧巻のステージ！

■料【全席指定】4,500円

■時 6月30日（日）
開演 午後３時

■料 入場料 500円 ほか

■時７月６日（土）
開演 午後２時

※入場は無料ですが、
整理券が必要です。

イベント

■料【全席自由】
前売り 5,000円  
当日 5,500円

募集

New
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▲

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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瀬戸内DAYOUT2019
■時 6月1日(土)、2日(日）
午前9時～午後4時

■場大蔦島(仁尾町）
■内シーカヤック、
SUP、ヨガ、
ツリークライミ
ング、食と雑貨のマーケットなど

■問瀬戸内DAYOUT実行委員会
☎080－3924－9610

まち音めぐり
■時 6月15日(土)、16日(日)
午前10時～午後4時

■場マリンウェーブ周辺
■内アーティストによる演奏、スペシ
ャルライブ（一部有料)。
おもしろ昭和
館､ 瀬戸内シ
ーサイドマル
シェも同時開
催。

■問にんぎょい会たくま　☎83－2350

荒廃農地等利活用促進事業

担い手などの農業者や集落営農組
織などが、荒廃農地を一定期間以上
借り受けて農作物を栽培する場合、
荒廃農地の再生利用に要する経費に
ついて補助金の交付対象となる場合
があります。
　事業実施には条件があります。希
望する場合は事前にご連絡ください｡
■問農林水産課　☎73－3040
事業主の皆さんへ
労働保険（労災保険および雇用保

険）の年度更新は、6月3日から7月10
日までです。お早めの申告と納付の
手続きをお願いします。電子申請も利
用できます。
■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６月の保健・相談

健康相談 健康課　☎73－3014
血圧測定・尿検査、健診結果や生活習慣病の予防、禁煙などについての相談
日　程 時　間 場　　所

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

9：30～11：00
14日（金）
17日（月）
18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
三野町保健センター
詫間福祉センター

10:00～11:00

3日（月）
11日（火）
13日（木）
19日（水）
20日（木）
24日（月）
26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

月のお知らせ６

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

6日(木)

10日（月）

19日（水）

21日（金）

25日（火）

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

４月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比 発生件数25件（+3）死者数1人（+1）負傷者数25人（－10）

社会福祉協議会へ

（４月受付分）心温まる贈りもの

安藤　宣章 （高瀬町）
真鍋　和行 （詫間町）

　このたび、次の皆さまより善意の
ご寄附をいただきました。厚くお礼
申し上げます。　 （敬称略・順不同）

税務課からのお知らせ

☆全期前納の人で口座振替ができなかった場合は、期別振替
に変更となりますのでご了承ください。
☆納期限内に納めましょう。

問い合わせ　税務課 ☎73－3006▼

　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。

日程 時間 場　所
13:00～15:00
13:30～15:30
13:00～16:00
14:00～16:00
13:00～15:00
14:00～16:00
13:30～15:30

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）
ハートフルあいあい荘（仁尾町）

豊中町保健センター
野田原集落センター（財田町）

みんなの訪問看護ステーション（高瀬町）

5日（水）

15日（土）
18日（火）

20日（木）

27日（木）

オレンジかふぇ開催のお知らせ（６月）

■問地域包括支援センター　☎73－3017
■料 100～300円

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

相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ
9:00～12:00
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
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
市民センター仁尾
市民センター三野
豊中庁舎
詫間福祉センター

3日（月）

5日（水）

10日（月）

12日（水）

3日（月）

12日（水）

10:00～13:00
10:00～13:00
10:00～15:00
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 たかせ人権センター

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　☎73－3012

農業委員会　☎73－3046

たかせ人権センター
☎72－2501

西讃農業改良普及センター
☎62－3075

10日（月）

7日（金）

17日（月）

～

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）

６月は、 市県民税普通徴収分 （全期前納および第１期分）
  　　　　　　　の納付月です。

７月１日（月）口座振替日および納期限

■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。

瀬戸内
■■■■■■■■■6

☎
まち音
■■■■■■■■■6

荒廃農

事業主
労

日　程 時　間 場　　所
みとよ未来創造館
マリンウェーブ
三野町保健センター
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

11日（火）
12日（水）
17日（月）
18日（火）
20日（木）
25日（火）
27日（木）

脳きらり教室 地域包括支援センター ☎73－3017
認知症予防の教室　□内「懐かしい歌で脳を活性化」

☆市税などの納付は、便利な口座振替をご利用ください。

私のおすすめの島 フォトコンテスト フォトコンテスト

■応■募■期■間 6月15日（土）まで
■結■果■発■表７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・
市長特別賞１作品・観光特別賞１
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

　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。

お詫びと訂正
　広報みとよ 5 月号「第 13 回市長
杯卓球大会 結果」の記事に誤りが
ありました。以下の通り、訂正します。
＜ラージの部＞ダブルス
　３位 石井 光信・松本 佳和
　　　　真鍋 英雄・大西 緑
　ご迷惑をおかけしましたことを深
くお詫び申し上げます

その他

作品
募集

【最優秀賞】
「潮 路」

眞鍋勝一（三豊市）

入賞作品は観光交流局ホームページに掲載しています。

【優秀賞】
八木義樹（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】
眞鍋勝一、森光恵（三豊市）、八木義樹、
香川美里、峰友道夫、横山彰（観音寺市）
大坪邦仁（宇多津町）、小坂浩城（東かが
わ市） 

【敬称略・順不同】

※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
みやしたファミリークリニック
松井病院
　塩田歯科医院
池田外科医院
今滝医院
　曽川歯科医院
藤川医院 
中央クリニック
　野口歯科医院
岩崎病院 
たしろ医院
　小林歯科医院
上枝循環器内科クリニック
羽崎病院
　とよしま歯科医院

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

73－4976
23－2111
25－3872
62－3151
27－6218
62－2002
74－7977
25－0755
25－3900
83－6011
25－8413
83－6333
23－7010
25－3382
24－5775

2日（日)

9日(日）

16日（日）

23日（日）

30日（日）

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

市役所西館

日　程 場　　所時　間
5日（水）
12日（水）
19日（水）
26日（水）

春の部

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

詫間福祉センター
みとよ未来創造館

14日（金）
24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

デイアウト
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