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▶問い合わせ
　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

第9回 「わたしの焼き物お宝展」
展示作品募集

■受12月17日（木）まで
午前9時～午後5時
（月曜休館）
■募■集■作■品思い出のある焼き物など
■応■募■方■法展示館に直接持ち込み
※１月５日（火）～31日（日）の展示期
間終了後に、直接本人が引き取り
に来てください。
■申■問宗吉かわらの里展示館
　　☎56-2301

放送大学4月生（2021年度1学期）
募集
　テレビ放送やインターネットを利用
して授業を行い、心理学や福祉、経
済など幅広い分野を学べます。
■受令和3年3月16日（火）まで
■申■問放送大学香川学習センター
　☎087-837-9877

　観音寺税務署 短期アルバイト募集
　確定申告に関する事務補助（令和
3年2月～3月末）の短期アルバイト
を募集しています。
■数 21人（人数に達し次第募集終了）
■申■問観音寺税務署　☎25-2191

精神保健相談日 （要予約）
【思春期相談】
■時12月14日（月）午後２時～
【心の健康相談】
■時12月16日（水）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12月18日（金）午後１時～
■場三豊市役所
■対16歳以上の本人または家族、関
係者など

■内生活や仕事などの悩み相談
■問福祉課　☎73-3015
社会保険労務士による
出張年金相談
■時12月9日（水）、22日（火）
午前10時～午後3時

■場  9日：危機管理センター
22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
が確認できるもの。代理人の場
合は、委任状および代理人本人
であることが確認できるもの

■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

市総合体育館 12月健康教室
【健康相談と運動処方】
■時12月3日(木)、6日（日）、12日（土）、
17日（木）、26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 200円
【エルダー健康づくり教室】(要予約) 
■時 12月12日（土）
午前10時30分～11時30分

■内機器を使ったトレーニング方法の
指導など

■料 200円　　
■数 10人
【バランスボール講座】(要予約) 
■時12月６日（日）
午前10時30分～11時30分

■料 200円
■数 10人　　

【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
健康教室（運動処方）出前講座
　　　　　　　　　　　　（要予約）
■時12月10日（木） 
午後1時～2時30分

■場豊中町トレーニングセンター
■内個人に合った効果的な運動を助
言・サポート

■料 100 円　　■数 6人
■申■問スポーツ振興課　☎73-3138
香川大学サテライトセミナー
■時12月10日（木）
午後６時30分～８時

■場豊中町農村環境改善センター
■テいじめ問題を考える
■問香川大学事務局
☎087-832-1370

三豊総合病院12月健康教室
　　　　　　　　　　　 （要予約）
 【食べて治して、ハッピーライフ】
■時12月11日（金） 午前10時～11時
 【腎臓病教室】
■時12月17日（木）
午後3時30分～4時30分

 【男性の料理講座】
■時12月2日（水） 午前10時～11時
 【糖尿病教室】
■時12月18日（金） 午後3時～4時
■注参加時にはマスクの着用をお願
いします。

■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12月16日（水）
午後1時30分～２時

■テその症状は認知症？
■問健康管理センター　☎52-3366

アライグマ・ヌートリア防除従事者
養成講習会　　　　　（要申込）
■時12月19日（土）
午後1時30分～4時30分

■場みとよ未来創造館
■対18歳以上の県内在住者
■内法令講習や捕獲にあたっての知識
の修得

■受12月７日（月）まで
■申■問農林水産課　☎73-3040
香川県オリーブの会
女子会・家族会 in 三豊
　引きこもりに悩む当事者や家族の
交流会です。

 【当事者の会】
■時12月2日（水）、 16日（水）
午後１時～４時

■場たかせ人権福祉センター
 【家族の会】
■時12月８日（火） 午後1時30分～4時
■場たかせ人権福祉センター
■問香川県オリーブの会事務局
☎087-802-2568

中国および旧満州国、朝鮮半島
からの引揚者ならびにご家族の
皆さんへ
　終戦後、中国および旧満州国、朝
鮮半島から引き揚げて来られた市民
およびご家族を探しています。今後
の国際交流の参考にさせていただき
ます。お心当たりのある人は三豊市
国際交流協会までご連絡ください。
■問三豊市国際交流協会事務局
☎73-3012 （産業政策課内）

■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

DECEMBER
月のお知らせ

　　

12
※新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、発熱または風邪の症状がある場合には、参加を控えていただくようお願いします。
  なお、今後状況に応じてやむを得ず延期や中止になる可能性があります。お出かけになる前に、問い合わせ先にご確認ください。募集

相談

■時 12月６日（日）午後１時～３時
■料 4,150円（受講料・材料費込み）

いい時・いい人・いい出会い

マリンウェーブカルチャー

受付期間
随時受付中

令和３年
１月６日（水）まで

自衛官候補生
区　分

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

その他

イベント中止のお知らせ
　元旦の朝日山森林公園新春祭
は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、中止します。
　
■問産業政策課　
　 ☎73-3012

光るボトルの
クリスマスハーバリウム

■時 12月９日（水）午前10時～正午
■料 2,150円（受講料・テキスト代込み）

■時 12月20日（日）午前10時～午後１時
■料 親子で4,400円（受講料・材料費込み）
大人のみの参加も可能（1人 3,300円）

■内 ジャガイモのニョッキ・トマトソース、アメリカンクッキーほか
※作った料理は、お持ち帰りいただきます。

年末大掃除に向けて押し入れのお片付け

親子料理教室
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オレンジかふぇのお知らせ(12月）

税務課からのお知らせ
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■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12月の保健・相談 月のお知らせ12

10月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数16件（+7）死者数1人（+1）負傷者数20人（+8）

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

12月は、

12月25日(金)
口座振替日 および 納期限

の納付月です。

（第3期分）
（第6期分）
（第6期分）
（第6期分）

☆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。

■問健康課　☎73-3014

▲

申し込み・問い合わせ　三豊市観光交流局　☎56－5880（火曜休館）
カレンダー絶賛販売中！！

※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　　　

　三豊市の絶景を集めた
「みとよの絶景カレンダ
ー2021」が絶賛販売中
です。
　新型コロナウイルスの影響で帰省ができなかった県外に住
む家族、親せき、友人へ故郷の風景を届けてみませんか。

　年末年始は、飲酒をする機会が増え、食生活が乱れてしま
います。適量を超えた飲酒は身体に大きな負担をかけ、肝臓
病や糖尿病などの原因になります。週に2日間の休肝日を決
めて、適量を守りましょう。

健康相談 健康課　☎73－3014
血圧測定、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

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
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

3日（木）
9日（水）
11日（金）
15日（火）
17日（木）
21日（月）
23日（水）

場　　所

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「指の体操で脳を鍛えよう！」
※当日は事前に体温測定とマスクの着用をお願いします。手洗いや手指消毒を
　行いますので、早めにお越しください。
日　程 時　間 場　　所

マリンウェーブ
市民交流センター
三野町保健センター
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
仁尾町文化会館
みとよ未来創造館
山本町保健センター

13：30～15：00

9日（水）
15日（火）
16日（水）
18日（金）
22日（火）
23日（水）
25日（金）

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
三豊市役所

11日（金）
21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

※当日は事前に体温測定とマスクの着用をお願いします。手洗いや手指消毒を
　行いますので、早めにお越しください。
※山本会場は、山本町保健センターから山本町生涯学習センターに変更になります。

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
10：00～11：00
10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：30
10：00～11：30
13：30～15：00

日　程 場　　所時　間

3日（木）

9日（水）

14日（月）

16日（水）

18日（金）

山本町生涯学習センター
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
二ノ宮農業構造改善センター
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

宝くじの助成金で
整備しました

10月から
最低賃金が820円に変わりました

　宝くじの助成金を受けて、豊中町
の財田上自治会が太鼓を整備しまし
た。

■問総務課　 
　 ☎73-3000

　香川県最低賃金は、雇用形態や呼
称に関わらず、原則として香川県で
働く労働者に適用されます。
※産業によっては、これとは別に特定最低
　賃金が定められているものがあります。

■問香川労働局労働基準部賃金室
　 ☎087-811-8919

相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ
13：00～15：00
9：00～12：00
13：00～15：00
9：00～12：00
10：00～12：00
13：00～15：00
13：00～15：00
10：00～15：00
9：30～12：00
10：00～13：00
9：00～12：00
10：00～13：00
10：00～13：00
10：00～15：00

市民センター三野
市民センター仁尾
みとよ未来創造館
豊中庁舎
財田庁舎
山本庁舎
詫間福祉センター
山本町農村環境改善センター
財田庁舎
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
市民センター三野

2日（水）
7日（月）
9日（水）
10日（木）
14日（月）
16日（水）
2日（水）
7日（月）

9日（水）

16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）
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

産業政策課　☎73－3012

農業委員会事務局 ☎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

14日（月）

インパルみの知 財 相 談 16日（水）

7日（月）

16日(水)

～

28日(月)
よろず三豊
サテライト

危機管理センター
インパルみの

2日（水）
16日（水）

　認知症が気になる人、認知症の人とその家
族、医療・福祉の専門職など、誰もが気軽に
集える場所です。
※事前に申し込みが必要です。
※必ず自宅で体温測定を行い、参加時にはマスクの
　着用をお願いします。

■料100～300円
■問地域包括支援センター　☎73-3017

日　時

16日（水）
13:30～15:30

場　所

豊中町保健センター

定員

20人

三豊市教育委員会へ

（10月受付分）
心温まる贈りもの

　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）

株式会社上 野（善通寺市）

アルコールの適量を知っていますか？

ビール　　　　　中ジョッキ1杯（500ml）
チューハイ　　　 1缶（350ml）
日本酒（15度）　 1合（180ml）
焼酎（25度） 　　100ml
ワイン（12度） 　グラス 2杯（200ml）
ウイスキー 　　　ダブル1杯（60ml）

種類別適量の目安

＊女性はこの半量が目安です

　　　　　　　　　 ちょこ
･ グラスやお猪口の回し飲みは避ける
･ 大皿は避けて、料理は個々に
･ 大声での会話は控える

会食をする際の注意事項

火葬場の休場日（1２月）

■問環境衛生課　☎73－3007

北部火葬場　　12月1日（火）、18日（金）
南部火葬場　　12月9日（水）、24日（木）

固 　 定 　 資 　 産 　 税
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

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
河田医院 
　久保歯科医院
池田外科医院
富田内科医院
　さいとう歯科医院
細川病院 
クリニック池田
　篠丸歯科医院
上枝循環器内科クリニック
もりの木おおにしクリニック
　タカシ歯科クリニック
森川整形外科病院 
たしろ医院

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

73-4976
25-3668
62-2221
62-3151
24-0180
27-9328
83-2211
23-1500
72-3788
23-7010
25-3291
24-4618
72-5661
25-8413

6日(日)

13日(日)

20日(日)

27日(日)

31日(木)

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
2日(水）
9日（水）
23日（水）

精神障がい者などに社会参加の機会を提供し、社会生活の適応性を高める場

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
※当日は事前に体温測定とマスクの着用をお願いします。
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
三野町保健センター
豊中庁舎
山本町保健センター
詫間福祉センター

10:00～11:00

7日（月）
8日（火）
10日（木）
14日（月）
16日（水）
17日（木）
23日（水）

【販売店】
 ・オンライン購入（三豊市観光交流局のホームページ）
 ・三豊市観光交流局（ＪＲ詫間駅横）
 ・各町のまちづくり推進隊
 ・市内飲食店など
　（道の駅たからだの里さいた、道の駅ふれあいパークみの、
　 Setouchi Kitchen、みかんの里、Cafe にがり衞門、
　 KAKIGORI CAFEひむろなど）

セ ト ウ チ　 キ ッ チ ン

カ キ ゴ オ リ 　 カ フ ェ

カフェ
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