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平成30年度　狂犬病予防注射日程表　さぬき市
登録および注射会場は次のとおりです、お近くの会場へどうぞ。

●初めて登録と注射をする犬：5，850円（内訳：登録手数料3，000円、注射料2，300円、注射済票交付手数料550円）

●登録している犬：2，850円（内訳：注射料2，300円、注射済票交付手数料550円）

※散歩中の犬の「フン」の始末は飼い主の責任です。（散歩時は、ビニール袋等を持参しフンを始末しましょう）

４月３日（火）　長尾・志度

オレンジタウン総合案内所

尽誠公民館

乙井公民館

秀円寺駐車場

さぬき市 造田出張所

9:00～  9:20

9:30～  9:40

9:50～10:00

10:10～10:30

10:40～11:00

11:10～11:30

中央橋東 
杵築神社南側石段入口

４月４日（水）　志度

新田集会場

鴨庄漁村センター

㈱マルナカ志度店駐車場

志度保育所 駐車場

小坂 Milele(ミレレ)前

三井団地 中央公園

さぬき市役所

9:00～  9:20

9:30～  9:45

9:55～10:15

10:25～10:35

10:45～11:00

11:10～11:20

11:30～11:50

４月５日（木）　大川町

立割 三叉路

旧松尾小学校

北地会堂

宮町会堂

平砕会堂

9:00～  9:15

9:25～  9:45

9:55～10:10

10:20～10:35

10:45～11:00

４月７日（土）　多和・長尾

菅谷公民館

槇川公民館

力石 うど池

多和 旧農村公園

前山 おへんろ交流サロン

前山 大星橋西側

消防団・長尾第３分団屯所

さぬき市 長尾支所

9:10～  9:20

9:30～  9:40

9:50～10:00

10:10～10:25

10:40～10:50

11:00～11:10

11:20～11:30

11:40～12:00

４月８日（日）　大川町

南川自然の家

消防団・大川第３分団屯所

さぬき市 大川支所

9:20～  9:40

9:50～10:10

10:20～11:00

４月１１日（水）　津田町

中谷自治会館

岡之端東自治会館

神明宮神社前

旧JA香川県鶴羽支店跡地

笠井建設㈱前

新町自治会館

本町 観音堂

9:00～  9:15

9:25～  9:40

9:50～10:05

10:15～10:30

10:40～10:55

11:05～11:20

11:30～11:45

４月１２日（木）　長尾

宮西西 営農組合集会場

下所公民館

長　尾　寺　

長尾公民館昭和分館

下辛立公民館

長尾総合公園野球場東駐車場

宝円寺三反地駐車場

9:00～  9:10

9:20～  9:30

9:40～10:00

10:10～10:25

10:35～10:50

11:00～11:20

11:30～11:50

４月１３日（金）　鴨部・鴨庄

JA香川県大川北部低温倉庫

さぬき市 鴨部出張所

鴨部公民館 駐車場

大川広域西消防署横

生涯学習館(鴨庄出張所)

9:00～  9:20

9:30～  9:45

9:55～10:10

10:20～10:35

10:45～10:55

11:05～11:30

４月１４日（土）　寒川町・長尾

大角会堂(寒川町)

石井自治会館

宮内公民館

中村集会所

造田 野間田グランド駐車場

寒川ふれあいプラザ

さぬき市 寒川支所

志度武道館南側駐車場　
(旧志度公民館跡地)

川西浄水場跡地
(旧志度町水道課)

9:00～  9:15

9:25～  9:35

9:45～10:00

10:10～10:25

10:35～11:00

11:10～11:25

11:35～11:55

４月１５日（日）　志度

志度公民館末分館

南志度ニュータウン３号公園

消防団・志度第２分団津村屯所

志度グリーンタウン公園

八丁地 ㈱モンベル横

塩屋 御旅所

9:00～  9:20

9:30～  9:45

9:55～10:05

10:15～10:30

10:40～11:00

11:10～11:30

11:40～12:00

５月１１日（金）　志度

オレンジ動物病院 12:30～13:00

５月１６日（水）　志度

しあわせ動物クリニック 11:30～12:00

４月３０日（祝・月） 　さぬき市

さぬき市 津田支所

さぬき市 小田出張所

生涯学習館(鴨庄出張所）

鴨部公民館 駐車場

さぬき市役所

9:00～  9:30

9:45～10:00

10:10～10:40

10:50～11:10

11:25～11:45

４月３０日（祝・月） 　さぬき市

さぬき市 大川支所

さぬき市 寒川支所

さぬき市 長尾支所

さぬき市 造田出張所

9:00～  9:30

9:40～10:10

10:20～10:50

11:00～11:30

ＪＡ香川県鴨庄支店倉庫
（旧鴨庄集卵場）

４月２０日（金）　津田町

津田公民館北山分館

平畑バス停

北原ふれあい会館

北羽立自治会館

鶴羽 東部児童館

さぬき市 津田支所

9:00～  9:15

9:25～  9:35

9:45～10:00

10:10～10:30

10:40～11:00

11:10～11:30

４月２１日（土）　小田・鴨庄

大空口バス停

さぬき市 小田出張所

興津 川田宅前

苫張集会場

消防団・鴨庄分団新開屯所

鴨部神社 第１鳥居横

9:00～  9:15

9:25～  9:40

9:50～10:00

10:10～10:20

10:30～10:50

11:00～11:20

11:30～11:40

４月１９日（木）　寒川町

大末公民館

中央通集会場

石田神社前

椿の庄 さんがわ
神前体育館
(旧神前勤労者体育センター)

9:00～  9:20

9:30～  9:50

10:00～10:20

10:30～10:50

11:00～11:30
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り
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　シニア世代の方が、住みなれた地域で、自分らしく元気で自立した
生活が長く送れるように、体操や認知症予防のレクリエーション等
を楽しみながら、介護予防ができる教室を開催しています（どなたで
も自由に参加できます）。

いきいき健康教室日程

4月　5日(木)

4月12日(木)

4月11日(水)
4月13日(金)
4月17日(火)

4月19日(木)

4月23日(月)
4月24日(火)
4月27日(金)

寒川ふれあいプラザ
辛立文化センター
神前体育館
大川公民館
鴨部ふれあいプラザ
志度保健センター
みろくふれあい市場内
コミュニティーセンター
小田ふれあいプラザ
多目的研修集会施設
社会福祉協議会津田支所

時間：午前10時から11時30分

4月　6日(金)
4月　9日(月)
4月10日(火)
4月20日(金)

志度公民館末　分館
造田ふれあいプラザ
鴨庄ふれあいプラザ
志度武道館

時間：午後1時30分から3時

○憩いの場活動（どなたでも自由に参加できます）
　　地元の介護予防サポーターが、身近で楽しく集える場として、参
加者と一緒に体操や歌、脳トレゲーム等を行っています。

○お話ボランティア（津田地区）
　　外出や交流の機会が少ない高齢者のお宅を訪問し、笑顔で楽し
い時間を過ごしています。

○出前講座（市内全地区）
　　自治会やサロン等から依
頼を受けて、介護予防のお話
や歌、体操、ゲーム等を皆さ
んと一緒に楽しみます。

地元で活動する“介護予防サポーター”をご存知ですか？
　　“介護予防サポーター”は、「介護予防・健康づくりを通して、一緒
に楽しい時を築き、人と寄り添い、地域を支える存在」です。

　　地域の皆様からの、お話ボランティアや出
前講座のお申し込みをお待ちしています！

介護予防サポーター活動紹介

4月16日(月) 長尾保健センター
時間：午前10時から11時30分

4月　3日(火)
4月19日(木)

生涯学習館
寒川ふれあいプラザ

時間：午後1時30分から3時

【問】地域包括支援センター
　　☎（0879）52-0410

元気な

うちから

介護予防!

 

　医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者の
方が、住み慣れた自宅で自分らしい暮らしを人生
の最後まで続けることができるよう、地域の医療や
介護の様々な職種が連携してサービスを提供して
います。
　地域包括支援センターは、健康や福祉、医療や生
活に関することなど、高齢者の相談窓口となってい
ますので、在宅医療や介護についての悩み事があれ
ばご相談ください。必要なサービスや制度、関係機
関の情報提供や紹介をします。

【問】さぬき市地域包括支援センター　☎（0879）52-0410

【対象】・市内在住の65歳以上の方　　・介護保険制度の居宅サービスを利用していない方（要介護認定者は要相談）
【回数】週１回程度
【元気になる「からくり」内容】

〈1日コース〉
・「デイサービスセンターゆたか」（昭和）
・「ハーティビラ亀鶴」（長尾西）
・「ゆーとぴあみろく温泉」（大川町富田中）

〈半日コース〉
・「養護老人ホーム香東園」（寒川町石田西）　午後
・「ヌーベルかんざき」（寒川町神前）　午後
・「デイサービスセンターゆたか」（昭和）　午前
・「ハーティビラ亀鶴」（長尾西）　午前
・「寒川ふれあいプラザ」（寒川町石田西）　午前・午後
・「鴨部ふれあいプラザ」（鴨部）　午前・午後

住み慣れた自宅で療養生活を送ることも可能です！＜在宅医療・介護連携って？シリーズ③＞

病院・診療所

歯科診療所 薬局 訪問看護事業所

通院・一時入院

訪問診療・往診
訪問看護、訪問
リハビリ

通所・短期入所

介護のサポート

訪問指導訪問診療 訪問看護等

相談支援
・居宅介護支援事業所

・さぬき市
地域包括支援センター

【問】さぬき市社協（大川支所）　☎（0879）43-6590
　　地域包括支援センター　　☎（0879）52-0410

さぬき市の奇才、平賀源内の発明のように、みんなを笑顔にする元気の「からくり」を一緒に学び、取り組みましょう！

【申】地域包括支援センター・各支所・生活環境課
【問】地域包括支援センター（大川支所）　☎（0879）52-0410

H３０年度から
「香東園」教室が
新しく始まります！

①筋力アップ体操
体力・筋力
アップは

今からでも！

②お口の健康
口の健康は
健康寿命を
延ばすカギ！

介護予防は
人とのつながり！

③認知症予防
～みんなで笑って楽しい時間～

教室の場所が
選べます

コースを選びましょう！

利用時間：５時間程度
自己負担：３００円＋実費
昼食あり、送迎・入浴は希望者

しっかり
1日コース 

利用時間：２時間程度
自己負担：２００円＋実費（送迎）
昼食・入浴なし、送迎は希望者

しゃきしゃき
半日コース 

3ヶ月ごとに、自分の体や心の状態を振り返ります（評価）

～元気の「からくり」を地域の方にも伝えましょう！～ 
卒業して、地域の健康教室や、自主的な活動等に参加する 継続

介護サービス等
の利用 

改善したら、
教室に戻って
くることも！

さぬき市介護予防教室 元気の 教室

こんにちは 「地域包括支援センター」ですこんにちは 「地域包括支援センター」です

介護サービス事業所自宅


