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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

■受 9月6日（金）まで。①は随時受付中
■申■問自衛隊観音寺地域事務所
　☎25-6122

第128期ボートレーサー募集中
■応■募■資■格
年齢：15歳以上30歳未満
身長：175 ㎝以下
体重：男子47㎏以上57㎏以下
　　　女子42㎏以上50㎏以下
視力：両眼とも裸眼で 0.8 以上

■受 9月6日（金）まで
■申■問日本モーターボート競走会
　丸亀支部　☎0877-24-4560

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地を訪れ、
慰霊追悼を行い、同地域の住民と
友好親善をはかる

■問県遺族連合会 ☎087-831-6081

統合失調症家族教室（要予約）
■時 8月7日（水）　午後1時30分～

■場西讃保健福祉事務所
■対統合失調症の人の家族
■内病気の症状と治療について、交
流会

■受 8月6日（火）まで
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25-2052

精神保健相談日（要予約）
【思春期相談】
■時 8月19日（月）午後2時～
【心の健康相談】
■時 8月15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 8月14日（水）・27日（火）
午前10時～午後3時

■場 14日：危機管理センター
27日：山本庁舎

■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、委任状が必要

■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

青年・成人の発達障がいに関する
相談会（要予約）

■時 8月16日（金）　午後1時～

■場みとよ未来創造館
■対 16 歳以上の本人および関係者
■内家庭、学校、職場などで困ってい
ることの相談

■申■問福祉課　☎73-3015
集落営農・ほ場整備個別相談会
　　　　　　　　　　　（要予約）
■時 8月21日（水）
午前10時～午後4時

■場危機管理センター
■受 8月16日（金）まで
■申■問西讃農業改良普及センター　
　☎62-3075

市総合体育館８月健康教室
【バランスボール講座】（要予約）
■時８月４日（日）
午前10時30分～11時30分

【エルダー健康づくり教室】（要予約）
■時 8月11日（日）
午前10時30分～11時30分

【健康相談と運動処方】 
■時 8月4日（日）、10日（土）、11日（日）、
17日（土）、24日（土）
午前9時～10時30分
■内トレーニング機器を使った運動
■料各200円
■申■問市総合体育館　☎72－1500
三豊総合病院8月健康教室（要予約）
【食べて治して、ハッピーライフ】調理実習

■時 8月9日（金）午前10時～正午
【腎臓病教室】
■時 8月22日（木）
午後3時30分～4時30分

【男性の調理実習】
■時 8月7日（水）
午前10時～午後0時30分

■料調理実習は600円必要
■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 8月21日（水）午後1時30分～2時
■テ介護が必要になったら～介護保険
を使って受けられるサービス～

■問三豊総合病院　☎52－3366
転ばぬ先のステップアップ教室　
（豊中会場）
■時 9月19日～12月26日
(月1～3回の木曜日全10回）
午後1時30分～3時

■場豊中町保健センター
■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
した人は除く）
■数 20人
■受 8月6日（火）午前9時から
※定員になり次第、受け付け終了

■申■問地域包括支援センター
(介護保険課内） ☎73－3017

パーキンソン病患者の会（すみれ会） 
■時 8月22日（木）
午後1時30分～3時30分

■場西讃保健福祉事務所
■内誤嚥予防についての講座、交流会
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25-2052

消費税軽減税率制度説明会

■時 8月22日（木) 午後1時30分～3時
■場市役所西館
■対全ての事業者
■問観音寺税務署　☎25-2191

夏休みアニメ上映会

■時 8月7日（水)・21日（水）
午後2時～3時

■場詫間町図書館
■内 ７日：１ねん１くみシリーズ
21日：おれたち ともだち！

■問詫間町図書館　☎83-6828
笠田高校講習会（子ども料理教室）
『野菜を使ったおやつを作ろう』
■時 8月24日（土）　午前9時～正午
■対小学生とその保護者
■数８組 ※先着順　
■料１組 500円
■持エプロン、三角巾、タオル

■受 8月1日（木）～9日（金）
■申■問笠田高校　☎62-3345
　　　　　 う　た　づ
第33回鵜足津福祉会ふれあい広場
■時 8月28日（水）　午後6時～8時
■場高瀬荘
■内ステージイベント、バザーなど
■問高瀬荘　☎74-7811
たのしくレクリエーション
 “フォトウォーク in みとよ”
■時①9月1日（日） ②10月6日（日）
いずれも午前10時～正午

■集■合■場■所①香川用水記念公園
　②豊中町農村環境改善センター

■内①公園で散策しながら写真撮影
②写真の講評、茶話会

■対障がいのある人（中学生以上）と
その家族

■受 8月25日（日）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

みとよカップリングパーティー
まち恋　第19章
■時 9月15日（日）
午後2時30分～7時30分

■場セトウチキッチン父母ケ浜
■料男性 3,000 円、女性 2,000 円
■受 8月1日（木）～9月1日（日）
■申■問市商工会豊中支所
　☎62-2275

■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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月のお知らせ
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菊本和昭トランペットリサイタル

うたごえ喫茶

■時 9月22日（日）開演 午後2時

８

■料【全席指定】
一般　　　　3,000円
高校生以下　1,000円

■料 一般　500円
学生　100円

■時９月８日（日）開演 午後2時

■時９月１日（日）
①午前10時30分～
②午後1時30分～

■時 8月４日（日）
開演 午後1時30分

■料【全席自由】一般　　 1,000円
　　　　 高校生以下 500円

■料 一般・前売り　1,300円 ほか

■出 ALL G’s、ザ・ロッキング・ホースメン、
京極テリーズの3組

イベント

募集

応募資格
18歳以上
33歳未満の男女

18歳以上
23歳未満の男女

①自衛官候補生
②一般曹候補生

区　分

③海上・航空自衛隊
　航空学生

おやじバンドバトル！！

映画「万引き家族」

皆さんで声高らかに歌い
ましょう！

和もの、洋モノ
popsを唄う！
～尾崎紀世彦の再来～

■時 8月22日（木)
開演 午後7時

ジャズボーカリスト・
JEAMS.K率いるスペシャ
ルバンド。

ごえん

　　　 子どもたちが健やかに成長していくためには、
適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養・睡眠
が大切です。簡単なようで結構大変ですが、きちん
と取り組めている子どもほど、勉強や運動がよくでき
るというデータもあります。夏休み中は、「早寝･早
起き･朝ごはん」を合言葉に家族全員で生活習慣を
見直しましょう。

8 月は「家庭教育啓発月間」です

▶生涯学習課 ☎73-3135
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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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※　　　　　は、健診結果相談会を兼ねています。

（６月受付分）心温まる贈りもの

ひきこもり支援に関する映画上映
と講演会
■時 8月31日（土）
【午前の部】午前10時～正午
【午後の部】午後2時～4時

■場社会福祉法人ラーフ リール
（観音寺市柞田町丙1060-1）

■内映画「さとにきたらええやん」、講
演「困った子」が「困っている子」

■問支援センターウィズ　☎24-8111
浪打の森ジャズフェスティバル
■時 9月1日(日）午前10時～午後8時(予定)
■場浪打八幡神社
■内中･西讃で活動するバンドの競演
■問浪打の森ジャズフェスティバル
実行委員会 　090-3187-8275

図書館開館時間延長のお知らせ
市内の３図書館を夏休み限定で

午前9時30分から午後8時まで開館し

下水道排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験

■時10月15日（火） 午後2時～4時
■場サンメッセ香川
■受 8月30日（金）まで
■申■問香川県下水道協会
　☎087-839-2765

ます。
豊中町図書館
■時 8月4日（日）～10日（土）
みとよ未来図書館
■時 8月18日（日）～24日（土）
詫間町図書館
■時 8月25日（日）～31日（土）
■問生涯学習課　☎73-3135
　※ただし月曜日と8月30日は休館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふりゅう

「祭礼百態―香川・瀬戸内の風流」
三豊市の「箱の屋台」「家浦二頭

獅子舞用具」「讃岐源之丞人形頭及
び衣裳」「大水上神社神事之次第」
が展示されています。
■時 8月3日（土）
～9月7日（土）

■場県立ミュージアム
■料一般1,000円、
高校生以下と65歳以上は無料ほか

■問県立ミュージアム
☎087-822-0247

■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８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

詫間福祉センター
市民交流センター
市民センター仁尾
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
三野町保健センター
みとよ未来創造館

9：30～11：00

8日（木）
9日（金）
20日（火）
21日（水）
22日（木）
26日（月）
28日（水）

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

10:00～11:00

5日（月）
8日（木）
13日（火）
15日（木）
21日（水）
26日（月）
28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８

６月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比 発生件数12件（－5）死者数０人（０）負傷者数13人（－7）

社会福祉協議会へ

税務課からのお知らせ

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。お気軽にご参加ください。

日程 時間 場　所かふぇの名前
13:00～15:00
13:30～15:30
14:00～16:00
13:00～16:00
13:00～15:00
13:00～15:00
13:30～15:30

はくじゅのもり
みの
やまもと
阿須波(あすは）
Café とよなか
みんな
あいあい

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）
野田原集落センター（財田町）
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）
ハートフルあいあい荘（仁尾町）

7日（水）

15日（木）
17日（土）
21日（水）

22日（木）

オレンジかふぇ開催のお知らせ（８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（８月）
■時８月８日（木）、22日（木）
■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
9:00～12:00
13:00～15:00
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
豊中庁舎
詫間福祉センター
山本庁舎
みとよ未来創造館
財田庁舎
山本町農村環境改善センター
豊中庁舎
市民センター仁尾

5日（月）

7日（水）
9日（金）

14日（水）

19日（月）
5日（月）
6日（火）
7日（水）
14日（水）
21日（水）

10:00～13:00
10:00～15:00
10:00～15:00
9:00～12:00
10:00～13:00

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

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

19日（月）

7日（水）

16日（金）

～

30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

7日（水）
21日（水）

８月は、

９月２日（月）口座振替日および納期限

浪打の
■■■■■■■■■■9

図書館
市

　　　

「祭礼
三

ひきこ
と講演

下水道
資格認

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
山本町保健センター
仁尾町文化会館

13：30～15：00

13日（火）
14日（水）
15日（木）
16日（金）
19日（月）
23日（金）
27日（火）

脳きらり教室 地域包括支援センター ☎73－3017
認知症予防の教室　□内「脳と身体も若返り！コグニサイズ！」　

その他

※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
石井医院
小林整形外科医院
　藤村歯科医院
嶋田内科医院
国土外科医院
　まきの歯科医院
そがわ医院
森内科医院
かしづかクリニック 
富田内科医院
　うすき歯科医院
今川内科医院
河田医院 
あらき歯科クリニック

高瀬町
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
高瀬町
観音寺市
観音寺市
豊中町
観音寺市
観音寺市

73-6100
25-7311
54-2274
73-5178
25-0290
23-2848
62-2357
25-7363
82-9000
24-0180
52-6150
62-2052
25-3668
23-4182

4日(日)

11日(日)

12日(月)

18日(日)

25日(日)

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

9日(金)
26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

の納付月です。

☆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。

☆市税などの納付は、便利な口座振替をご利用ください。

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

日　程 場　　所時　間
7日(水)
14日(水)
21日(水)
28日(水)

市 　 県 　 民 　 税（普通徴収）（第2期分）
国 民 健 康 保 険 税（普通徴収）（第2期分）
介　護　保　険　料（普通徴収）（第2期分）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）（第2期分）

外国人へのおもてなし講座
　粟島で開催される「瀬戸内国際芸術祭」に向けて海
外からのゲストへのおもてなし言葉を学びませんか。

参加者
募集

■場マリンウェーブ　　■数各30人（先着順・要予約）
■料会員1,000円、一般2,000円（年会費込み）
■受各クラス開講３日前まで

日程
８月25日（日）
９月１日（日）
９月８日（日）

時　間
10：00～11：30
10：00～12：00
10：00～11：30

言　語
韓国語

中国語（簡体＆繁体）
英　語

お詫びと訂正
　広報みとよ７月号 14 ページの掲
載内容に誤りがありました。以下の
通り、訂正します。
[誤 ] 詫間町民族資料館
[正 ] 詫間町民俗資料館
　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

　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）

中西 幸子（仁尾町）

仁尾小学校へ
塩田 竜也（仁尾町）

みとよ未来技術基金へ
国際ソロプチミスト観音寺

福祉課へ
旭　 　强（大阪府）
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