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自衛官（特別職国家公務員）募集

■受①随時受付中 
②７月1日（木）～9月6日（月）
③７月1日（木）～9月9日（木）

■申■問自衛隊観音寺地域事務所
　☎25-6122

県営住宅入居者募集
■募■集■月 6月、9月、12月、3月
　　 （各月1日～10日頃）

■資■格次の全てに該当する人
①住宅に困窮している②同居親
族または同居しようとする親族
がいる③収入が所定の基準に該
当している④県税などの滞納が
ない⑤暴力団員でない
※その他詳細はお問い合わせく
　ださい。

■申■問あなぶき公営住宅コンソーシアム
　（香川県営住宅管理センター）
　☎087-832-3587

精神保健相談日　（要予約）
【思春期相談】
■時 6月14日（月）午後2時～

【心の健康相談】
■時 6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 6月18日（金）、23日（水）
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

■内家庭、学校、職場などの悩み相談
■問福祉課　☎73-3015
子育て電話相談・来所相談
■時平日　午前8時30分～午後5時
■場少年育成センター
■内子育てで気になっていること、困
っていることの相談

■対子ども・若者の保護者、家族、
知人

■問少年育成センター　☎62-1115
■相■談■専■用■電■話☎62-1116
社会保険労務士による
出張年金相談　　　　（要予約）
■時 6月9日（水）、6月22日（火）
午前10時～午後3時

■場 9日：危機管理センター
22日：詫間福祉センター

■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
を確認できるもの。代理人の場
合は、委任状および代理人本人
であることを確認できるもの

■問街角の年金相談センター高松
（オフィス） ☎087-811-6020
住まいの耐震化の無料相談会
　　　　　　　　　　　 （要予約）
■時 6月23日（水）
■場危機管理センター
■対昭和56年5月以前に
建てられた住宅（借家を含む）に
住んでいる人

■内耐震化についての相談、補助金
手続きの説明

■申■問建築住宅課　☎73-3044

市総合体育館 6月健康教室
【エルダー健康づくり教室】(要予約) 
■時 6月13日(日)
午前10時30分～11時30分

■内器具を使った正しい有酸素運動
の指導およびレクチャー

■料 200円　　■数 10人　　
【バランスボール講座】(要予約) 
■時 6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 500円
■申■問市総合体育館　☎72-1500

香川オリーブガイナーズ
三豊市ホームタウンデー
■時 6月5日（土） 午後１時試合開始
■場観音寺市立総合運動公園
■内市内在住の人は観戦無料　
【対戦カード】 四国アイランドリーグ
plus公式戦（香川オリーブガイナー
ズ 対 高知ファイティングドッグス）

■持市内在住が分かる書類 （免許証・
保険証など）

■問スポーツ振興課　☎73-3138
宗吉かわらの里展示館
無料開放デー
■時 6月13日（日） 午前9時～午後5時
■内粘土工作の貯金箱づくりが無料
■受 6月4日（金）から

■数午前・午後各15人 （要予約）
■申■問宗吉かわらの里展示館 
　☎56-2301

香川県断酒会
■時①6月16日（水）午後6時～8時
②6月22日（火）午後6時～8時

■場①山本町生涯学習センター
②観音寺中央公民館

■内アルコール依存症の家族と当事者
の交流会

■問香川県断酒会　090-2826-1692
農業機械に付着した土・泥汚れは
速やかに取り除きましょう
　耕起、代かき、田植えなどの作業
後、農業機械が田畑から公道へ出る
と、付着した土や泥が落ちてしまう
ことがあります。通行の妨げとなる
場合がありますので、そのままにせず

速やかに取り除くようにしましょう。
■問農業委員会事務局　☎73-3046

■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

June
月のお知らせ

　　

６
※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 6月16日（水）午前10時～正午
■講 小西 清香（整理収納アドバイザー2級認定講師）
■料 受講料：1,650円　テキスト代：500円

■時 6月20日（日）午前10時～11時30分
■講 中谷 仁美 （（一社）日本カラーコーディネーター協会認定講師）
■料 受講料：親子1組につき2,200円　
教材費：親子1組につき1,100円

マリンウェーブカルチャー

イベント
その他

かばんと財布の中身をスッキリお片付け

親子（ペア）で楽しいおしゃれ講座

応募資格
18歳以上33歳
未満の男女
18歳以上23歳
未満の男女

①自衛官候補生
②一般曹候補生

区　分

③海上・航空自衛隊
　航空学生

農薬は正しく使いましょう
　６月から８月は「農薬危害防止運
動」実施期間です。農薬を扱う人は、
次のことに注意しましょう。
・農薬はラベルを確認し、記載され
た内容に従って使用しましょう。
・農薬は食品など他のものと分けて
保管し、容器の移し替えはしない
ようにしましょう。
・周囲への飛散を減らすため、散布
時の基本的事項（農薬散布の方
向・位置・風向きの注意、適切な
ノズル・圧力の使用）を励行しまし
ょう。
・農薬を使用するときは、事前に幅
広く周知し、住宅地周辺では周辺
住民に配慮しましょう。
■問農林水産課　☎73-3040

火葬場の休場日（６月）

■問環境衛生課　☎73－3007

北部火葬場　　 ６月３日（木）、17日（木）
南部火葬場　　 ６月９日（水）、25日（金）
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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
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）

■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６月の保健・相談 月のお知らせ６

４月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数７件（－8）死者数０人（０）負傷者数11人（－3）

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

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

2日（水）

7日（月）

9日（水）
10日（木）
14日（月）
16日（水）

行 政 相 談 総務課　☎73－3000
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

21日（月）

インパルみの知 財 相 談 16日（水）

7日（月）

16日(水)

～

30日(水)

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）

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）
16日（水）
23日（水）

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

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）
28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　☎73－3021みとよ元気運動塾
転倒予防のための運動教室
※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。

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）

11日（金）

16日（水）

28日（月）

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
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
マリンウェーブ
市民交流センター
みとよ未来創造館

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

■問健康課　☎73－3014

　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。

　6月は『かがわ食育月間』です。子どもと一緒
に料理をしてみませんか？一緒に料理をすること
で親子のコミュニケーションが増えたり、好き嫌
いがなくなったりするかもしれません。
一緒に料理をして楽しみましょう。
簡単野菜レシピ
【ピーラーサラダ】２人分
材料：きゅうり1本、にんじん1/2本
　　　ツナ缶１個、ドレッシング適量
①きゅうりとにんじんをピーラーで薄く引く。②にん
じんは茹でて、冷まして水気を切る。③野菜とツナを
混ぜ合わせ、好みのドレッシングをかける。 ■申■問地域包括支援センター　☎73-3021

日　程 時　間

16日（水）

17日（木）

18日（金）

13:30～14:30

14:00～15:00

13:00～14:30

場　所

豊中町保健センター

みんなの訪問看護ステーション（高瀬町）

仁尾町文化会館

オレンジかふぇのお知らせ (６月）

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
※当日は事前に体温測定とマスクの着用をお願いします。 税務課からのお知らせ

市県民税普通徴収分 （全期前納および第１期分）
 の納付月です。

６月30日 (水)
口座振替日および納期限

☆全期前納の人で口座振替ができなかった場
合は、当年度は期別振替に変更となります
のでご了承ください。
☆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）

フォトコンテスト入賞作品決定！
　市議会では、「開かれた議会」をテーマに議会報告会
を開催しています。
　今回、コロナ禍における新たな開催方法として、映像
による議会報告会を企画し、動画を制作しました。制作
した動画は、議会ホームーページでご覧になれます。
　また、動画の配信に併せて、ホームページ上でアンケ
ートを受け付けており、市政や市議会に対するご意見を
募集しています。
■ア■ン■ケ■ー■ト■受■付■期■限　 6月30日（水）まで

【優秀賞】
　齋藤和正（観音寺市)
　片岡英二 （まんのう町)
　石角尚義（三豊市)
　西村光洋（高松市)
【市長特別賞】
　横山　彰（観音寺市)
【観光特別賞】
　上杉孝徹（観音寺市）
【佳作】
　矢野秀明（三豊市)
　真鍋　学（丸亀市)
　三木雅也（観音寺市)
　五十嵐宏子（高松市)
　菰田夏実（観音寺市)
　　 【敬称略・順不動】

※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
今川内科医院
もりの木おおにしクリニック
　豊永歯科クリニック
藤田脳神経外科医院 
業天医院 
　藤村歯科医院
嶋田内科医院 
みとよ内科にれクリニック
　パール歯科クリニック
森川整形外科病院 
香川井下病院
　小川歯科医院

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

62-2052
25-3291
25-9664
72-1135
52-3636
54-2274
73-5178
25-1117
25-8025
72-5661
52-2215
54-5118

6日(日)

13日(日)

20日(日)

27日(日)

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
詫間福祉センター
三野町保健センター

10:00～11:00

7日（月）
8日（火）
10日（木）
16日（水）
17日（木）
23日（水）
28日（月）

高齢者あんしん相談 地域包括支援センター　☎73－3021
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
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
仁尾町文化会館
市民交流センター
山本町保健センター

13：30～15：00

8日（火）
9日（水）
18日（金）
21日（月）
22日（火）
23日（水）
25日（金）

※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　☎73－3021脳きらり教室 
認知症予防の教室　□内「シナプソロジーでリフレッシュ！」

不登校やひきこもりなどで悩んでいませんか？
　不登校やひきこもりの人とその家族が利用できる居場所を
紹介します。
香川県オリーブの会女子会・家族会 in 三豊
■時 6月8日（火）午後1時30分～3時30分
■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

支援センターウィズ
■時毎月第１・３火曜日　午後４時～５時30分
■場■問支援センターウィズ（観音寺市）　☎24-8111

リトリートたくま
■時毎週水曜日　午後１時～３時
■場詫間町詫間 677-11（分からない場合は、問い合わせください）
■問マインドファースト　　090-9455-9164

６月は、

※初めて参加する場合は、土曜日の午前10時～
　午後4時の間に事前にご連絡ください。

■料100円

かがわ食育月間！

▲イメージ画像

【最優秀賞】
「公園の秋」

真鍋　学（丸亀市）

秋・冬の部
議会報告会の動画を制作しました！

▲配信ページは
こちらから
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