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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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第131期ボートレーサー
募集
■応■募■資■格
年齢：15歳以上30歳未満
身長：175㎝以下
体重：男子49㎏以上57㎏以下
　　　女子44㎏以上52㎏以下
視力：裸眼で0.8以上

■受1月4日（月）～3月12日（金）
■申■問日本モーターボート競走会
　丸亀支部　☎0877-24-4560
　

観音寺税務署 短期アルバイト募集

■時 2月～3月末の期間
午前8時30分～午後5時のうち、
１日5～5.5時間

■内確定申告に関する事務補助
■給■与時給900円
※法改正などにより変更の可能性あり
■申■問観音寺税務署　☎25-2191
薬膳教室～日常に活かす薬膳の基礎～
3月生募集
■時 3月～6月の
木、日曜日
（隔週・全8回 )
※詳細はお問い合わせください。

■場高瀬茶業組合
■料市内在住者：25,000円
市外在住者：35,000円

■受 2月15日(月）まで
■申■問高瀬茶業組合薬膳部
　☎56-6001

　市シルバー人材センター
臨時職員募集

■時 4月１日から１年間
■内連絡員（高瀬町、詫間町、山本町・
財田町）

■数３人
■受1月4日（月）～22日（金）
■申■問市シルバー人材センター
　☎63-1244

砂原児童基金（令和3年度校外教育
スポーツ奨学金事業）奨学生募集

■内学校外教育（塾やスポーツ教室
など )にかかる経費を助成

■対経済的理由で学校外教育を十分
に受けられない小学生から高校
生

■受１月15日（金）必着
※詳細は財団ホームページに掲載

■申■問（公財）砂原児童基金
　☎087-837-2230

精神保健相談日 （要予約）
【思春期相談】
■時1月18日（月）午後2時～
【心の健康相談】
■時1月20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1月15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
司法書士会定例相談会 （要予約）

■時1月16日（土）午後1時～4時
■場丸亀市生涯学習センター
■内一般相談（相続、不動産登記な
ど）、法テラス相談、成年後見相
談（30分無料）

■申■問香川県司法書士会
　☎087-821-5701

市総合体育館 １月健康教室
【健康相談と運動処方】
■時1月10日(日)、 14日（木）、
21日（木）、 24日（日）
午前9時～10時30分
28日（木） 午後1時～2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 1月24日(日)
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1月10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
　三豊総合病院 １月健康教室

　　　　　　　　　　　 （要予約）
 【腎臓病教室】
■時1月21日（木）
午後3時30分～4時30分

■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1月20日（水）
午後1時30分～２時

■テ冬に気を付けたい心臓の病気
■問健康管理センター　☎52-3366
　香川大学サテライトセミナー

■時1月21日（木）
午後6時30分～8時

■場豊中町農村環境改善センター
■テ地球・都市の「水」と「空気」の環境
と災害

■問香川大学事務局
☎087-832-1370

みとよ創業塾（要申込）
　市創業支援事業補助金などの申請
には、講座受講が要件となります。
（原則、7回全て受講できる人）
■時 2月2日（火）、4日（木）、9日（火）、
12日（金）、16日（火）、18日（木）、
25日(木)
午後7時～9時

■場インパルみの
■対市内で創業を考えている人、創業
後５年未満の人

■数 20人
■受 1月29日（金）まで
■申■問市商工会　☎72-3123

宗吉かわらの里展示館 特別展
【第9回「わたしの焼き物お宝展」】
■受1月5日（火）～31日（日）
午前9時～午後5時　月曜休館
※11日（月・祝）は開館、 12日（火）
　は休館

■内皆さんが大切にしてきた先祖伝来
の品、思い出の品を展示

■料 15～64歳は入館料100円
■問宗吉かわらの里展示館 
☎56-2301

鳥獣被害対策に関する補助事業の
受け付けを終了します
　今年度の「被
害対策用ネット
等設置事業」お
よび「駆除用罠
具等購入補助事業」の受け付けは、
１月２９日（金）までです。農作物の
被害防止対策を検討している人は、
お早めにご相談ください。
■申■問農林水産課　☎73-3040
国の教育ローンのご案内

　高校、大学などへの入学時や在学
中にかかる費用を対象とした公的な
融資制度です。子ども一人につき、
350万円以内を固定金利（令和2年
11月2日現在年1.68％）で利用でき、
在学期間内は利息のみの返済とする
ことができます。
■問教育ローンコールセンター
☎0570-008656（ナビダイヤル）

■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

JANUARY
月のお知らせ

　　

１
※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３月21日（日）
開場 午後１時
開演 午後２時

■料 一般3,500円
高校生以下1,000円

三豊市文化会館開館20周年記念事業
林家木久扇・木久蔵・コタ 親子 孫 三代落語会

映画 「母を亡くした時、
僕は遺骨を食べたいと思った。」

その他

笑点メンバーの林家木久扇に、息子と孫の木久蔵・コタ、木久扇門下の
林家けい木を加えたファミリー寄席

■時１月30日（土）
①午前10時30分～ ②午後1時30分～
※開場は約1時間前より

■料 シルバー（60歳以上）1,000円
一般1,300円　高校生以下 800円
（当日券はシルバーを除き200円アップします）

冬の道路の通行は、出発前の準備をしっかりと！

1月9日㈯チケット発売開始！ 　四国の道路も、冬期は積雪や凍結によりスリップ事
故や車の立ち往生が発生し、重大な事故・渋滞につな
がることがあります。
　お出かけ前の情報収集と、冬用タイヤや
チェーンの準備が必要です。
▶四国の道路情報をチェック！
　• パソコンからは「四国道路情報」で検索！

URL：https://www.skr.mlit.go.jp/road/info/index.html
・携帯電話、スマホからは、QRコードを
　読み取りアクセスしてください。

■問道路緊急ダイヤル（無料、24時間受け付け）
♯9910
国土交通省 四国地方整備局 ☎087-851-8061(代表)

四国道路情報

イベント

▲林家木久扇 ▲林家木久蔵 ▲林家けい木
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オレンジかふぇのお知らせ (1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１月の保健・相談 月のお知らせ１

11月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数16件（０）死者数1人（０）負傷者数24人（+4）

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

1月は、

2月1日（月）
口座振替日 および 納期限

の納付月です。

（第4期分）
（第7期分）
（第7期分）
（第7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。

▲

申し込み・問い合わせ　三豊市観光交流局　☎56－5880（火曜休館）
フォトコンテスト結果

※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、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
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

7日（木）
8日（金）
18日（月）
19日（火）
21日（木）
27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「お口の健康から考える　認知症」
※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

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
山本町生涯学習センター
仁尾町文化会館

13：30～15：00

12日（火）
13日（水）
15日（金）
18日（月）
20日（水）
22日（金）
26日（火）

※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。

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
13：30～15：00
10：00～11：30

日　程 場　　所時　間

7日（木）

13日（水）

15日（金）

18日（月）

20日（水）

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
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

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
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
財田庁舎
豊中庁舎
山本庁舎
詫間福祉センター
みとよ未来創造館
豊中庁舎
市民センター三野
詫間福祉センター

4日（月）
6日（水）
8日（金）
13日（水）
18日（月）
20日（水）
4日（月）
13日（水）
20日（水）
27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 ふれあいプラザにお

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）
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

ふれあいプラザにお
☎82-2607

西讃農業改良普及センター
☎62－3075

18日（月）

インパルみの知 財 相 談 20日（水）

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）

　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。

お詫びと訂正
　広報みとよ12月号12ページ
の西讃保健福祉事務所の電話番
号に誤りがありました。正しく
は以下の通りです。
心の健康について 考えてみま
せんか
主な相談先
　福祉課　☎73-3015
　西讃保健福祉事務所
　　　　　☎25-2052
　県精神保健福祉センター
　　　　　☎087-833-5560

　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。

■料100～300円
■問地域包括支援センター　☎73-3017

日　時

20日（水）
13:30～15:30

場　所

豊中町保健センター

定員

20人

市　県　民　税（普通徴収）
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
石井医院
小林整形外科医院
藤田脳神経外科医院
三野小児科医院
かしづかクリニック
国土外科医院
永康病院
おざきこどもクリニック
　三宅歯科医院
西香川病院
業天医院
橋本病院
かもだ内科クリニック
　とよしま歯科医院
岩崎病院
渡辺ハートクリニック内科
　たくま歯科医院
今川内科医院
みとよ内科にれクリニック
　野口歯科医院

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

73-6100
25-7311
72-1135
25-7788
82-9000
25-0290
83-3001
24-6789
63-8500
72-5121
52-3636
63-3311
23-4976
24-5775
83-6011
23-2022
73-5581
62-2052
25-1117
25-3900

1日（金）

2日（土）

３日（日）

10日（日）

11日（月）

17日（日）

24日（日）

31日（日）

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。

石綿による健康被害を受けた人の
ご遺族へ

　労災保険法では、業務上で死亡した
労働者の遺族補償給付の請求権は５年
で時効となります。しかし石綿による
健康被害が原因で死亡したときは、５
年以上経過していても石綿健康被害救
済法の特例により、令和4年3月27日ま
で特別遺族給付金の請求ができます。
■問観音寺労働基準監督署
☎25-2138 火葬場の休場日（１月）

■問環境衛生課　☎73－3007

【北部火葬場】
■時1月1日（金）、15日（金）

【南部火葬場】
■時1月1日（金）、21日（木）

社会福祉協議会へ

（11月受付分）心温まる贈りもの

岩倉 　道夫
高橋 　良子
三谷　 清満

（山本町）
（山本町）
（三野町）

　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）

『きっちり確認 ゆっくり休息
 しっかり準備  年末年始無災害』
　令和２年度 年末年始ゼロ災香川推
　進運動（期間：12月1日～1月15日）
■問香川労働局 ☎087-811-8920

「天の川を見上げて」
 真鍋　学（丸亀市）

【優秀賞】 藤川浩明（三豊市）、横山 彰（観音寺市）、
　　　　森江 正（善通寺市）、真鍋 学（丸亀市）

【市長特別賞】　森江 正（善通寺市）
【観光特別賞】　上杉孝徹（観音寺市）
【佳作】 
石角尚義、矢野秀明（三豊市）、松永芳基（まんのう町）、
佐岡和正、谷口浩之（高松市）

【敬称略・順不同】

【最優秀賞】

春・夏の部

　寒い冬は、エネルギーの使用が増加する季節です。無理の
ない範囲で省エネに取り組みましょう。
家庭における省エネの例
暖　房
→暖まった空気を循環させたり、厚手の
カーテンや床まで届く長いカーテンを使
用し、暖房効果を高めましょう。
お風呂
→間隔をあけずに入浴したり、間隔をあける場合でもフタをし
て浴槽にためたお湯の熱を逃がさないようにしましょう。

■問四国経済産業局エネルギー対策課　☎087-811-8535

省エネルギーに取り組みましょう

福祉課　☎73－3015精神デイケア
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

10:00～11:30 豊中町保健センター

13:30～15:00

日　程 場　　所時　間
 6日(水）
13日(水）
20日（水）
27日（水）

※山本会場の13日開催分は中止します。

※山本会場の21日開催分は中止します。
福祉課　☎73－3015こころの相談

日　程 場　　所時　間
13:30～15:00 三豊市役所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
※山本会場の８日開催分は中止します。

日　程 時　間 場　　所

10:00～11:00

4日（月）
12日（火）
13日（水）
14日（木）
20日（水）
25日（月）

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
詫間福祉センター
三豊市役所
豊中庁舎
三野町保健センター
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