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大　坊　市

讃岐源之丞保存会定期公演

第6回市障がい者卓球 ＆ 卓球バ
レー交流大会（要申込）
■時 12月7日（土）
午前10時30分～午後4時30分

■場市総合体育館
■種卓球大会は、上級者・初級～中級
者・初心者の3クラス個人戦

■対障がいのある人（満10歳以上）。
卓球バレー大会は、どなたでも。

■料卓球大会１人500円､卓球バレー
交流大会１チーム1,000円

■受11月16日（土）必着
■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

第14回市長杯バドミントン大会
(要申込）

■時12月15日（日）午前9時～
■場市総合体育館
■対市内在住・在勤の人または市内の
学校に通学する学生

■受 12月4日（水）必着

■申■問市体育協会バドミントン部事務局
　　090-2784-2503

精神保健相談日（要予約）
【思春期相談】
■時11月11日（月）午後2時～
【心の健康相談】
■時11月21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

統合失調症家族教室 （要予約）

■時11月13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
■受11月12日（火）まで
■申■問西讃保健福祉事務所 ☎25-2052

医療講演会および交流会
■時11月7日（木）午後2時～4時
■場三豊合同庁舎（観音寺市）
■テパーキンソン病の病態とその付き
合い方

■講香川大学医学部附属病院
神経内科　鎌田 正紀氏

■受11月5日（火）まで
■申■問西讃保健福祉事務所 ☎25-2052
暮らしの総合行政相談
■時11月7日（木）午前11時～午後4時
■場みとよ未来創造館、財田庁舎　
財田庁舎では、パソコン画面を通して
相談員と話す遠隔相談となります。

■内相続、登記など暮らしの困りごと
の相談

■問四国行政評価支局
☎087-826-0674

青年・成人の発達障がいに関する
相談会（要予約）
■時11月15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

■申■問福祉課　☎73-3015
ウィズの会～発達障がい児（者）
の保護者のつどい（要申込）
■時11月14日（木）午前10時～正午

■場三豊合同庁舎（観音寺市）
■対発達面で気になる子どもを持つ
保護者など

■申■問西讃保健福祉事務所 ☎25-2052

無料調停相談会
■時12月1日（日）午前10時～午後3時
■場常磐総合コミュニティセンター
（観音寺市）
■内離婚、相続、金銭の貸し借り、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11月健康教室
【ボール遊び教室】 
■時毎週火曜日 午後4時～5時（3～6歳）

午後5時～6時（小学1～3年）
■料 300円
【健康相談・運動処方】
■時 11月2日（土）、7日（木）、10日（日）、
21日（木）、28日（木）
午前9時～10時30分 ■料 200円

■申■問市総合体育館　☎72－1500

香川高専詫間キャンパス公開講座
【ロボットプログラミング教室】(要申込)
■時 11月17日（日）
①午前10時～午後0時30分
②午後2時～4時

■対小学3～6年生、小学校教諭
■数各8人　■料小学校教諭5,400円
■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83-8507

手をつなぐ育成会講演会
■時 11月17日（日）午後1時～3時
■場みとよ未来創造館
■テ「私らしく生きる」
～ありのままを受け入れて～

■講瑠璃 真依子 氏
■問福祉課　☎73-3015
発達障害等支援連携会議 研修会
■時 11月24日（日）午後1時30分～
■場山本町保健センター
■テ大人の発達障害 ～支援と対応～
■講発達障害支援研究所たまや
高橋　正泰 氏

■問福祉課　☎73-3015

経営に資する知的財産セミナー（要申込）
■時 11月19日（火）
午後3時30分～5時30分

■場危機管理センター
■内開発テーマの抽出から製品化まで
の過程における知財の活用ほか

■申■問日本弁理士会四国会
　☎087-822-9310

三豊総合病院11月健康教室（要予約）
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時11月8日（金）午後2時～3時
【腎臓病教室】
■時11月21日（木）
午後3時30分～4時30分

【夜間糖尿病教室】
■時11月14日（木）午後6時～7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11月20日（水）午後1時30分～2時
■テインフルエンザとノロウイルスを予
防しよう

■申■問健康管理センター ☎52-3366

■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

NOVEMBER
月のお知らせ

相談

第14回
(要申込

第6回
レー交

精神保
【思【思春春

■■■■■■■■■
統合失
■■■■■

医療講
■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
暮らし
■■■■■■■■1

ウィズ
の保護

青年・
相談会

　
手をつ
■■■■■■■■1

■
発達障
■■■■■■■■■■1

香川高
【ロ【ロボボ

■■■■■■■■
三豊総
■■■■■■■■11

経営に
■■■■■■■1

三豊総
【【食食

■■■■
無料調
■■

市総合
【ボ【ボ

11

■料 一般 500円
学生 100円

■講 高木　駿
（身体+研 代表トレーナー）　　
■料 500円

募集

ジョニー ＆
　　拓郎バンド

スポーツトレーナーによる健康講座
　「保護者が支える
　　　　子どものスポーツ」

映画「おかあさんといっしょはじめての大冒険」

■時 11月24日（日）
午前11時～正午 ■時 11月16日（土）

開演　午後2時

座学中心の月一講座。気軽にご参加ください。

　人気番組「おかあさんといっしょ」の映画。お兄さん、お姉さん、ガラピコ
ぷーのキャラクターと一緒に楽しみましょう！

■料 【全席自由】2歳以上　700円

Have a nice day
「元気です」

■時 12月８日（日）
映画 ①午前10時30分～②午後１時30分～
ワークショップ 午前10時～午後4時

■時 11月22日(金)～25日(月)午前9時～午後7時
■場本門寺境内（JRみの駅から徒歩3分）
■問三野町イベント推進協議会大坊実行委員会 ☎73‒6228

■時 11月23日（土）午後1時～3時30分
■場インパルみの ■問三野町公民館 ☎73-3114

同時開催：親子で片付けワークショップ！もったいないモノ交換会。
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税務課からのお知らせ

▲

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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西讃地区県移住者交流会（要予約）
■時 11月17日(日）午前10時30分～午後2時
　　  とつとつとつ

■場咄々々（豊中町岡本619-1）
■内カレーうどん作り　■数 20人
■対県外から移住した人
■申■問地域戦略課　☎73-3011
第91回 笠高祭
■時11月9日（土）
午前8時45分～午後1時15分

■場笠田高等学校
■内農産物や加工品の販売など
■問笠田高等学校　☎62-3345
宗吉かわらの里展示館無料開放デー
■時11月10日(日) 午前9時～午後5時
　　　　　　　　　　　　　 ね

■内干支の置物（子）の粘土工作が無
料（受け付けは午後3時まで）

■数 80人（午前40人・午後40人）
■問宗吉かわらの里展示館 ☎56-2301
第6回 不動の滝まつり
■時11月10日(日)
午前9時30分～午後3時30分

詫間町民俗資料館・考古館体験講座
【杵と臼で餅つきをしよう】
■時12月7日（土）午前9時～11時30分
■数 20人程度　■料 300円
■問詫間町民俗資料館・考古館
☎83-6858

観音寺・三豊 おさかな市2019
■時12月8日（日）
午前8時30分～午後2時

■場旧観音寺競輪場
■内活魚・鮮魚の即売会など
■問三豊郡漁業組合連合会 ☎25-3963
ふれあい健康まつり
■時12月8日（日）
午前10時30分～午後3時

■場ゆめタウン三豊
■内健康度測定、お薬相談など
■問観音寺・三豊薬剤師会 ☎54-5250

三野町図書館臨時休館のお知らせ
■時11月23日（土）～24日（日）
■問三野町図書館 ☎73-3121

■場不動の滝カントリーパーク内
■内飲食店や雑貨店を主体としたマル
シェ。空中パフォーマンス＆ジャグ
リングショーなど

■問まちづくり推進隊豊中 
☎62-5210

三豊市文化協会 文化祭
【作品展覧会】
■時11月23日（土）午前9時～午後5時
　　24日（日）午前9時～午後3時

■場豊中町農村環境改善センター、
市民交流センター

【芸能発表会】
■時12月1日（日）
午前10時～午後3時30分

■場マリンウェーブ
■問市文化協会事務局　☎56-6251
たかせ人権福祉センター
前田児童館 文化祭
■時12月7日（土）午前9時～午後2時
■内作品展示・バザーなど
■問たかせ人権福祉センター ☎72-2501
前田児童館　☎72-5594

■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11月の保健・相談 月のお知らせ11

９月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比 発生件数17件（＋3）死者数１人（＋１）負傷者数21人（＋3）

西讃地
■■■■■■■■■■11

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
第91
■■■■■■■■■11

■■■■■■■■■笠
宗吉か
■■■■■■■■1

■■■■■■■■■■■宗
第6回
■■■■■■■1

☎
三豊市
【作【作

詫間町
【杵【杵

その他

（９月受付分）心温まる贈りもの

社会福祉協議会へ

　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）

小野 佳代子（高瀬町)
石川　 公子（三野町)
鈴木　 久子（仁尾町)

小山 美知子（山本町)
真鍋　 和行（詫間町)

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

13:00～15:00
13:30～15:30
13:00～16:00
13:00～15:00
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
野田原集落センター（財田町）

ハートフルあいあい荘（仁尾町）

みんなの訪問看護ステーション（高瀬町）
豊中町保健センター

特別養護老人ホーム 優楽荘（山本町）

６日（水）

16日（土）
20日（水）

21日（木）

28日（木）

オレンジかふぇ開催のお知らせ（11月）

■問地域包括支援センター ☎73－3017■料 100～300円

11月は、

12月２日（月）
口座振替日および納期限

の納付月です。

（第5期分）
（第5期分）
（第5期分）

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)

☆納期限内に納めましょう。
☆市税などの納付は、便利な口座振替をご利用
　ください。

三豊市の絶景を集めた「みとよの絶景カレンダー」
と天空を映し出す日本の新絶景「父母ケ浜絶景カレ
ンダー」を販売しています。

イベントイベント

たかせ
前田児
■

※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
細川病院 
宮崎内科医院
　森歯科医院
上枝循環器内科クリニック
石川医院 
永野内科医院
今滝医院
　漆川歯科医院
藤田脳神経外科医院
よねいクリニック
パール歯科クリニック
橋本病院
羽崎病院
岩崎病院
たしろ医院
　中西歯科医院

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

83-2211
25-1280
25-2077
23-7010
54-5511
74-6018
27-6218
54-2077
72-1135
52-3800
25-8025
63-3311
25-3382
83-6011
25-8413
72-6057

3日(日)

4日(月)

10日(日)

17日(日)

23日(土)

24日(日)

販売中！

〈みとよの絶景カレンダー〉 〈父母ケ浜絶景カレンダー〉

■料 1,000円(税込) ■料 1,200円(税込)

火葬場の休場日（11月）

■問環境衛生課　☎73－3007

☎
観音寺
■■■■■■■■1

■■■■■■■■■■■三
ふれあ
■■■■■■■■1

三野町
■■■■■■■■1

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
13:00～15:00
9:00～12:00
13:00～15:00

市民センター仁尾
市民センター三野
みとよ未来創造館
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
市民センター仁尾

6日（水）

11日（月）

13日（水）

11日（月）

13日（水）

20日（水）

10:00～13:00
9:00～12:00
10:00～15:00
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

11日（月）

7日（木）

18日（月）

～

29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

6日（水）
20日（水）

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

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
6日(水)
13日(水)
20日(水)
27日(水)

日　程 時　間 場　　所
詫間福祉センター
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
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
みとよ未来創造館

9：30～11：00

7日（木）
8日（金）
18日（月）
19日（火）
20日（水）
21日（木）
27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
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

11日（月）
12日（火）
14日（木）
20日（水）
21日（木）
25日（月）
27日（水）

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「生活習慣と認知症って関係あるの？」
　　　　　　　　 ※は「お口の体操で健口な生活！」についての内容になります
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
市民交流センター
山本町保健センター ※
仁尾町文化会館

13：30～15：00

12日（火）
13日（水）
15日（金）
18日（月）
19日（火）
22日（金）
26日（火）

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

8日(金)
25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

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
13：30～15：00
10：00～11：30
10：00～11：00

日　程 場　　所時　間

7日（木）

11日（月）

15日（金）

20日（水）
26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
三野町保健センター
仁尾町文化会館
マリンウェーブ
二ノ宮農業構造改善センター

北部火葬場　 11月7日（木）、21日（木）
南部火葬場　　11月13日（水）、25日（月）
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