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マリンウェーブ ☎56－5111マリンウェーブ情報

2020年3月23 広報 22広報 2020年3月

■料 一般500円
学生100円■料 500円

2020 三豊市豊中お花見ウォーク

マリンウェーブ友の会 入会キャンペーン

■問スポーツ振興課　☎73-3138

　マリンウェーブ主催の催し物をお得に便利に楽しんでもらう
マリンウェーブ友の会。 ４月より本格稼働します！

【一般会員】1,000円【シニア会員】無料(満70歳以上)
入会から１年間
①チケットの先行予約 ②チケットの割引販売など

①入会日から対象公演を割引
②たくまシーマックス会員は初年度のみ年会費500円

令和2年度 県政モニター募集  
■受 3月5日（木）まで
■任■期  4月1日～令和3年3月31日
■対県内在住の15歳以上の人
※議員や公務員など除外項目あり

■申はがきに住所・氏名（ふりがな）・性
別・年代・職業・電話番号を記入し、
〒760-8570県広聴広報課へ郵送。
県ホームページからも申し込み可。

■問県広聴広報課 ☎087-832-3021
JICA海外協力隊春募集
■対開発途上国からの要請(ニーズ)に
基づき、それに見合った技術・知
識・経験を持ち、「開発途上国の人
のために生かしたい」と望む人
※生年月日が1950年4月1日以降、
2000年9月2日までの人（年齢
により分野制限あり）　　　

※日本国籍を持つ人
■受 3月30日（月）正午まで
■申■問ＪＩＣＡ四国 ☎087-821-8825

精神保健相談日（要予約）
【思春期相談】
■時３月２日（月） 午後2時～
【心の健康相談】
■時３月19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

青年・成人の発達障がいに関する
相談会（要予約）
■時３月27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

■内生活や仕事などの悩み相談
■申■問福祉課　☎73-3015
不動産鑑定無料相談会
■時 4月3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事務局
☎087-822-8785

自殺対策強化月間
暮らしとこころの相談会
■時 3月3日（火） 午前10時～午後1時
■相■談■方■法  電話相談（予約不要）　　
　 　　面接相談（要予約）

■相■談■番■号 087-802-5228
　　　 （相談日のみ開設）

■場香川県弁護士会館（高松市）
■申■問香川県弁護士会 ☎087-822-3693
多重債務者無料相談窓口
■時月曜日～金曜日
（祝日･年末年始を除く）
午前9時～午後5時
（正午～午後1時を除く）
■相■談■方■法 電話相談

■相■談■番■号 四国財務局多重債務者相談窓口　
　　　　 ☎087-811-7801（直通）

市総合体育館３月健康教室
【健康相談と運動処方】
■時 3月1日（日）、 8日（日）、 14日（土)
午前9時～10時30分
22日（日） 午前8時30分～10時
25日（水） 午前10時30分～正午

■料 200円
【バランスボール講座】(要予約)
■時３月１日（日）
午前10時30分～11時30分

■料 200円
【エルダー健康づくり教室】(要予約)
■時３月８日（日）
午前10時30分～11時30分

■料 200円
【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
■申■問市総合体育館　☎72-1500
三豊総合病院3月健康教室（要予約）
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時３月13日（金）午前10時～正午
■内調理実習
■料 600円
【夜間糖尿病教室】
■時 3月12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 3月18日（水）午後1時30分～2時
■テ減塩生活始めませんか
■申■問健康管理センター ☎52-3366
手話通訳者養成講座
■受■講■期■間 4月11日～令和3年2月27日
　　　　　　　　　　（全36回）

【受講者選考試験】
■時 3月28日（土）午前10時～正午
■場県聴覚障害者福祉センター（高松市）
■内読み取り・短文表現・会話試験
■対 18歳以上で手話学習
経験が概ね2年以上の人

■受 3月13日（金）まで 
■申■問県聴覚障害者福祉センター
　☎087-868-9200

保存期限切れの雑誌無料提供会
■時 3月21日（土）、22日（日）
午前10時～午後5時
※無くなり次第、終了

■場詫間町図書館
■問詫間町図書館　☎83-6828
たくまシーマックス施設無料体験会
　　　　　　　　　　　（要申込）■時 3月20日（金・祝）
午前9時30分～午後9時

■場たくまシーマックス
■対市内在住または在勤で中学生以上
の人（中学生は保護者同伴）

■受 3月4日（水） 午前10時から
■申■問たくまシーマックス ☎83-8311

第11回宗吉史跡まつり

■時 3月29日（日）
午前11時～
午後4時30分

■場宗吉瓦窯跡史跡公園
■内市内外陶芸クラブによる焼き物の
展示販売、子ども古代体験コー
ナー、能舞「猩猩」幽玄の世界

■問三野町公民館　☎73-3114
ガーデンセミナー（要申込）
■時 3月15日（日）
①ランの管理方法
　午前9時30分～11時45分
②早春の寄せ植え作り
　午後1時30分～3時45分

■場坂出市番の州公園
■料①500円 ②3,000円
■数①20人 ②12人（先着順）
■申■問坂出緩衝緑地管理事務所
　☎0877-45-6820

満濃池森林公園のイベント
【公園の植物で草木染め教室】(要予約）
■時 3月22日（日）午前9時30分～正午
■場満濃池森林公園
■数 25人（先着順）
■料 500円
■受 3月7日(土）～16日(月)
【第9回生き物写真展】
■時 3月13日（金）～4月19日（日）
午前9時～午後5時

■申■問満濃池森林公園管理事務所
　☎0877-57-6520

香川運輸支局からのお願い
　年度末は窓口が混雑します。自動
車の検査、廃車、名義変更などの手
続きは、早めにお願いします。
■問香川運輸支局
検査関係　☎087-882-1355
登録関係　☎050-5540-2075

｢法定相続情報証明制度」を
知っていますか？
　法務局に戸籍謄本などの必要な書
類を提出することで登記官が法定相
続人が誰であるかを証明します。これ
により相続登記、預貯金の払い戻し、
相続税の申告などの各種手続きを戸
籍謄本などを何度も提出することな
く、円滑に行うことができます。
■問高松法務局観音寺支局 ☎25-4528
登記事項証明書の請求は
インターネットが便利でお得です
　土地・建物、会社・法人の登記事
項証明書の請求には、インターネット
から請求できる「かんたん証明書請
求」をご利用ください。

■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

MARCH
月のお知らせ

相談

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
不動産
■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
多重債
■■■■■■■■■■月

青年・
相談会

自殺対
暮らし

■■■■■■■■■■■■■■■■■
三豊総
【【食

市総合
【健

　
満濃池
【公【公園園

第11

■■■■■■■■■三
ガーデ
■■■■■■■■■■3

香川運
年

｢法定相
知って

登記事
インタ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
手話通
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

三豊総
■■■■■■■■■■■3月

保存期
■■■■■■■■■■3

■■■■■■■■■■詫
たくま

■■
　　

３

■講 高木 駿（身体+研 代表トレーナー）

募集

スポーツトレーナーによる健康講座
「ダイエットのメカニズム
～１カ月で９キロ減量した方法を教えます～」「三雲いおりお笑いジャグリングショー」
■時 3月21日（土）
午前10時～11時

■時 3月30日（月）
開演 午後7時

イベント

令和2
■■■■■■■■■■■3

■■
JICA
■■■■■■■■■■開

精神保
【【思思

要申込

年 会 費
会員期間
会員特典
キャンペーン特典（3月31日まで）

J ICA 海外協力隊■H■P

しょうじょう

その他

■問高松法務局 ☎087-821-6342

■時４月５日（日）午前9時～午後3時頃
■場市民交流センター発着で、熊岡八幡神社、
不動の滝、本山寺などを経由する約13キロのコース

■対一般（小学生以下は保護者同伴）　■数 80人程度
■申スポーツ振興課または各支所へ申込書を提出
※申込書はスポーツ振興課、各支所、市ホームページ、
　市内体育施設などで配布しています。

要申込

登記所窓口で
請求の場合

インターネットで請
求の場合

※窓口での受け取りなら1通480円

1通600円 1通500円※
(郵送受取 )
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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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トップページは複数の写真が
切り替わります

■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３月の保健・相談 月のお知らせ３

１月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比 発生件数12件（－10）死者数２人（＋２）負傷者数16人（－11）

※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　　

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

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

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

市民センター仁尾
みとよ未来創造館
市民センター三野
山本庁舎
財田庁舎
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

2日（月）

4日（水）
9日（月）
10日（火）
11日（水）
25日（水）
2日（月）
11日（水）

18日（水）

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

産業政策課　☎73－3012

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

16日（月）

9日（月）

16日（月）

～

31日（火）

よろず三豊
サテライト

危機管理センター
インパルみの

4日（水）
18日（水）

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
4日(水)
11日(水)
18日(水)
25日(水)

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
かもだ内科クリニック 
しらい歯科クリニック
岩崎病院
今滝医院
タカシ歯科クリニック
西香川病院
やまじ呼吸器内科クリニック
　しつかわ歯科医院
細川病院 
よねいクリニック
上枝循環器内科クリニック 
中央クリニック
　とよしま歯科医院
石井医院
高室医院
はまだ歯科・矯正クリニック

高瀬町
観音寺市
三野町
詫間町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
詫間町
詫間町
観音寺市
豊中町
観音寺市
観音寺市
高瀬町
観音寺市
豊中町

73-4976
23-4976
72-5237
83-6011
27-6218
24-4618
72-5121
54-5588
83-6480
83-2211
52-3800
23-7010
25-0755
24-5775
73-6100
25-8311
62-3500

1日(日)

8日(日)

15日(日)

20日(金)

22日(日)

29日(日)

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

5日（木）

6日（金）

9日（月）

18日（水）
24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
三野町保健センター
仁尾町文化会館
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

日　程 時　間 場　　所
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
三野町保健センター
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

5日（木）
11日（水）
13日（金）
16日（月）
17日（火）
19日（木）
25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

2日（月）
10日（火）
12日（木）
18日（水）
19日（木）
23日（月）
25日（水）

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

13日(金)
23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

世界の料理教室 参加者募集 フォトコンテスト
三豊で世界を味わいましょう！アメリカ・ベトナ

ムの料理を一緒に作りませんか？
　三豊市で撮影された「秋と冬の世界」を募集しています。
あなたの美しい写真を世界にアピールしてみませんか。

■場豊中町保健センター
■数各教室40人（先着順・要予約）
■料会員1,000円、一般1,500円
■持エプロン
■受各クラス開催日３日前まで

　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。

　より使いやすく、より多くの人に利用してもらえるよう、市ホームページをリニューアルします。デザインを
一新するだけでなく、必要な情報を簡単に探せる機能などを追加しました！

　多言語に対応
（英語、中国語、ベトナム語など）

　スマートフォンなどへの対応

　引っ越しや妊娠・出産などのイベントから
　必要な手続きを検索できる「手続きナビ」
　機能

　災害発生時の緊急ページへの切り替え

など　

※高齢者や障がい者を含めた全ての人が、年齢的・
身体的条件に関わらずホームページで提供されて
いる情報や機能を支障なく利用できること。

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

４日（水）

18日（水）

19日（木）

21日（土）
26日（木）

オレンジかふぇ開催のお知らせ（３月）

■問地域包括支援センター ☎73－3017■料 100～300円

社会福祉協議会へ

福祉課へ

（１月受付分）心温まる贈りもの

湯口 　雅文
白川　　 弘
白川　 理惠

（高瀬町）
（山本町）
（山本町）

吉田 ヒロ子（高瀬町）

小野　　 環
磯崎　 秀樹

（三野町）
（豊中町）

　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）

火葬場の休場日（３月）

■問環境衛生課　☎73－3007

■問秘書課　☎73－3001

北部火葬場　 3月4日（水）、19日（木）
南部火葬場　　3月13日（金）、25日（水）

日 程
３月１日（日）
３月8日（日）

午前10時～
　午後１時

アメリカ(ガンボ）
ベトナム(ブンチャー）

時 間 国 (メニュー）

市ホームページをリニューアルします！（3月2日運用開始）

▲パソコン用サイトのトップページ
　（イメージ）

▲スマートフォン用サイトの
トップページ（イメージ）

こんな機能が増えました

■応■募■期■間 3月８日（日）まで
■結■果■発■表 4月下旬～5月中旬頃、入賞者
　　　へ直接通知します。

■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

作品募集！秋・冬の部

▲作品例詳しくはホームページをご覧ください。
www.mitoyo-kanko.com

　アクセシビリティ※への対応
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