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■内看護師など（その他職種および
詳しくはホームページに掲載）

■受８月12日(月）まで（当日消印有効）
１次試験　筆記　8月24日(土)
２次試験　面接　9月21日(土)

■問三豊総合病院　☎52－3366

■対平成元年4月2日～平成8年4月1
日までに生まれた人（居住圏域
の制限および身体等の基準あり）

■数８人程度
■受８月１日(木)～23日(金)
試験日　9月22日(日)

■問三観広域行政組合消防本部
☎23－3970

■問自衛隊観音寺地域事務所
☎25－6122

■テ「仲よしファミリー」子どもと家族
のふれあう様子

■賞最優秀賞１人　商品券１万円分
優秀賞２人 5千円相当グルメギフト
入選　17人　ポケットアルバム

■受９月５日（木）まで
■申■問みとよファミリー・サポート・セ
ンター　☎62－1192

【中高年うつ・認知症相談】（要予約）
■時７月１日（月）・８月５日(月)
午前11時～正午

【思春期相談】（要予約）
■時７月８日（月）午後２時～４時
【心の健康相談】（要予約）
■時 7月24日（水）午後２時～４時
■場西讃保健福祉事務所
■申■問西讃保健福祉事務所
☎25－2052

■時７月12日(金) 午後1時30分～3時
■場県精神保健福祉センター
■対義務教育修了後のひきこもり状
態にある青年期（おおむね30歳
まで）の子どもを持つ親

■申■問県ひきこもり地域支援センター
☎087－804－5115

【授業体験・講演会・保護者相談】
■時７月13日(土)　午前9時～4時
■対聴覚に障がいのある子どもおよ
び保護者、教職員等

【きこえとことばの相談会】
■時７月24日(水)午前9時～午後2時
■対中学生までの子どもと保護者

■問県立聾学校　☎087－865－4492

■時 7月23日（火）午後1時～3時
■場詫間福祉センター
■数１人30分　4人まで（要予約）
■受７月９日(火)～16日（火）
■申■問福祉課　☎73－3015

■時７月24日（水）
午前10時～午後4時

■場豊中町保健センター
■対15歳からおおむね39歳までの人
またはその家族

■内就職支援相談・キャリアカウンセ
リング

■問さぬき若者サポートステーション　
☎0877－58－1080

【食べて治してハッピーライフ】
■時健康講座
７月12日（金）　午後２時～３時
調理実習
７月26日（金）午前10時～正午

【腎臓病教室】
■時７月18日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時７月11日（木）午後６時～７時
※各教室とも事前予約が必要
※調理実習は600円必要

■申■問三豊総合病院健康管理センター
☎52－2726

■時 7月２日（火）
午後１時30分～３時30分

■場西讃保健福祉事務所
■内病気について聞いてみよう！
■講精神科医師
■問西讃保健福祉事務所
☎25－2052

■時８月22日（木）～９月４日（水）
（土・日曜日除く）
■場豊中町農村環境改善センター
■対 55歳以上の働く意欲のある人で
ハローワークに登録している人

■数 15人
■内家事支援のための清掃技術・建
具の知識と補修技術を習得

■受７月８日（月）～８月2日（金）
■申■問シルバー人材センター連合会
☎087－811－7880

■時 7月20日（土）午後1時30分開演
■テ血管を守る―健やかな人生のために―
■場善通寺市民会館
■問四国こどもとおとなの医療センター
☎0877－62－1000

■時８月３日（土）午後１時～３時
■場三豊市役所
■問全国Ｂ型肝炎訴訟・広島弁護団
事務局　☎082－223－6589

■時７月27日（土）午後２時～４時
■テリウマチと骨粗鬆症

■場丸亀市保健福祉センター
■講高松平和病院副院長
真鍋　等　先生

■問ＲＡほのぼの会　松田直子
☎0877－22－2582

■時１回目　7月14日（日）
2回目　8月24日（土）
午前9時30分～午後1時30分

■対看護に興味のある人、看護師を目
指す人

■場善通寺看護学校
■内看護技術体験、公開講座、座談
会等

■受１回目 ７月３日（水）まで
2回目 ８月７日（水）まで

■問四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
☎0877－62－3688

■時 7月17日（水）午前9時～午後1時
■場高瀬町産地形成施設（たかせ天然
温泉横　心泉市たかせ内）

■内桃の長期保存方法やシロップ漬け、
食べて菜を使ったスイーツ作り

■数 15人（先着順）
■受７月12日（金）まで
■持エプロン、三角巾
■料 500円
■問農業振興課　☎73－3040

■時８月４日（日）午前9時～11時30分
■場山本町生涯学習センター
■内 80cm四方（厚さ12mm）の板を
使った作品作り

■数親子12組
■受７月28日（日）まで

■対小学生の親子
■料1，000円
■問山本町公民館　☎63－1041

■時 7月23日（火）午前10時から
■場観音寺中央高校
■講観音寺中央高校食物系列の3年生
■数小学生の親子10組（先着順）
■受７月５日（金）午前９時から
■持エプロン・ハンドタオル
■申■問港湾水産課　☎83－8806

■時７月２日（火）～21日（日）月曜休
館　午前9時30分～午後5時

■場財田町公民館
■内四季折々の日本百名山と四国の
山 2々0点

■問財田町公民館　☎67－0108

■時８月８日（木）午前10時～正午
■場宗吉かわらの里展示館
■内藍の生葉染めでエコバックをつく
ろう

■料 300円　
■数 20人
■問三野町公民館　☎73－3114

■時７月31日（水）
午後１時30分～3時30分

■場市民交流センター
■内小学生対象のロケット作り等
■数 20人（先着順）
■申■問生涯学習課　☎62－1113

■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

イベント

講座・教室

July

三観広域行政組合消防職員募集

自衛官（特別職国家公務員）募集

三豊総合病院職員募集
弁護士の多重債務者無料相談会

ひきこもり親の会 （要予約）

子ども古代体験・藍のたたき染め

さぬき若者サポートステーション

香大生と一緒にチャレンジ

三豊市社会福祉協議会「仲よし
ファミリー」写真コンテスト作品募集

農家のお母さんの技術を学ぼう
～桃編～

県立聾学校　
授業体験・保護者相談（要予約）

精神障がい者のための
当事者学習会

精神保健相談日
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生涯学習講座　親子木工教室

旬の魚のさばき方

「篠丸哲也　写真展」―風薫る峰―

シルバー人材センター技能講習会

Ｂ型肝炎訴訟説明会

市民公開講座

関節リウマチ講演会

善通寺看護学校オープンカレッジ

三豊総合病院7月の健康教室

問い合わせ　産業政策課　☎73－3013▼問い合わせ　市商工会　☎72－3123▼申し込み・問い合わせ　生涯学習課　☎62－1113▼

募集

相談

　

区　分
自衛官候補生
一般曹候補生
海上・航空自衛
隊航空学生

受　　付
一年中

８月１日（木）

～

９月６日（金）

～みとよ未来技術基金にご協力ください～
■ 「みとよ未来技術基金」とは・・・
　市では、発明や発見、技術革新等に対する意識を高め、
理科学的思考によるひとづくり、まちづくりを推進することに
より、夢があふれる特徴ある地域づくりを行っていきます。
皆さんの寄付金が、三豊市の未来への大きな投資となります。
ぜひ、ご協力をお願いします。
■ 「みとよ未来技術基金」は、このような事業を進めます…
・夢のある発明や発見、技術革新に対する事業
・理化学分野において全国的活躍のあったもしくは期待できる事業
・理化学分野に興味のあるひとづくり事業

心に残る成人式を主役の皆さんでつくりましょう。
ご応募、お問い合わせ、お待ちしています。
　　　　　　平成26年１月12日（日）
　　　　　三豊市成人式対象者（平成５年４月２日
　～平成６年４月１日生まれ）または成人式の企画・
　運営に参加できる人

　７月31日（水）まで

成人式　企画・運営スタッフ募集！

プレミア付商品券、　
7月7日㈰午前9時販売開始！！

▲昨年のスタッフの皆さん
売り切れ次第販売終了

（詳しくは広報みとよ6月号に掲載）

※スタッフ会は成人式まで
　毎月１回、１～２時間程度。
　１回目は８月下旬の予定

●ミュージックヒストリーコンサート
■時  9月23日（月・祝）開場　午後2時30分　開演　午後3時　
■料  4，500円

●懐かしのグループサウンズ  ALL G’s Live
■時  7月22日（月）開演　午後７時
■料  一般500円　学生100円
　※チケットは当日ロビーにて
■出■演ALL G’s

～Melodies with 
　　　Memories～

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

開催予定日

申し込み期限

応募資格※７月13日（土）午前10時
　からマリンウェーブにて
　先行発売。
　一人10枚まで。

■出■演
【全席指定席】

 ビリー・バンバン  庄野　真代  山本コウタロー
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相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ

■時８月３日（土）午前９時～11時
■場財田上小学校集合
■内魚などの生物採取、自然観察
■数市内小学校３～4年生20人程度と
その保護者（先着順）

■料参加者１人につき100円
■受７月10日（水）～19日（金）
各町公民館にて

■問市青少年健全育成市民会議　
☎62－1115

【夏休み上映会】
■時７月24日（水）
午後１時30分～２時15分

■内絵からとびだしたねこ、きもだめ
しのばん、百目のあずきとぎ

■数 250人
【げんきのきミニコンサート】
■時７月７日（日）午後2時～２時30分
■内絵本の読み聞かせ、手話ソング
■対幼児・小学校低学年（保護者同伴）
■場仁尾町文化会館
■問仁尾町図書館　☎56－9565

　５人１チームでエントリーし、９月
から12月までの４カ月間、メンバー
全員が無事故無違反であったチーム
に達成証や記念品のほか抽選で旅
行券などの賞品が贈呈されます。
■受８月31日（土）まで

■料１チーム5,000円
■問総務課　☎73－3000

　市内にはため池が多数あります。
子どもが水の近くで遊んでいて「危
ない」と思ったら迷わず注意し、
事故防止に努めましょう。
■問三豊警察署　☎72－0110

　先の大戦で父等を亡くした戦没
者の遺児を対象に父等の戦没した
旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うと
ともに、同地域の住民と友好親善
を図ります。
■申■問県遺族連合会　
☎087－831－6081

　実践的な防災訓練を小学校区単
位で実施する自主防災組織に対し
１回かぎり、訓練資機材等整備費
の補助（購入金額50万円まで全額
補助）があります。平成25～27年
度で訓練実施予定がある場合、補
助制度が利用できます。
※訓練実施後の申請はできません！
■問総務課　☎73－3000

　新聞、雑誌、段ボール、紙パック
は品目ごとに紙ひもで十字に縛って
ください。布類は透明または半透明
の袋に入れてください。
■時７月28日（日）午前７時～９時
■場各町持込場所
■問環境衛生課　☎73－3007

　姉妹・友好都市の中学生が市内
でホームステイをします。歓迎交流
会に参加しませんか？
■時８月２日（金）
午後6時30分～8時30分　

■場プリマーレはやしや
■料大人：2,000円、
高校生以下：1,000円

■受７月31日（水）まで
■内バイキング形式交流会

■時７月31日（水）
午前７時～午後8時40分　

■場マリンウェーブ集合
■料一般：7,000円、会員：6,000円
中高生：5,000円、小学生以下：
4,000円

■数 45名（先着順・完全予約制）
■受７月26日（金）まで
■コ■ー■スマリンウェーブ～「広島原爆
ドーム」「平和記念資料館」見学
～お好み焼き作り体験～世界遺産
「宮島厳島神社」～マリンウェーブ

　姉妹都市、米国ウィスコンシン
州ワウパカ市の中学生と一緒に「広
島見学ツアー」に参加しませんか？

福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30

13:30～15:30

日　程 場　　所時　間

高瀬町公民館（さくらの会）

詫間福祉センター（みつより会）

 4日（木）
11日（木）
18日（木）
8月1日（木）
7月16日（火）

福祉課　☎73－3015こころの相談

10:00～11:30
13:30～15:00

日　程 場　　所時　間
山本町保健センター
高瀬町農村環境改善センター

　5日（金）
22日（月）

日　程 時　間 場　　所
仁尾庁舎
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

1日（月）
9日（火）
11日（木）
12日（金）
17日（水）
18日（木）
24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
高瀬町農村環境改善センター
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
山本町保健センター

13:30～15:00

9日(火)
10日(水)
16日(火）
18日（木）
19日（金）
23日（火）
26日（金）

脳きらり教室 地域包括支援センター　☎73－3017

10:00～12:00
10:00～15:00
13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～16:00
13:00～15:00

財田庁舎
豊中町保健センター
三野町社会福祉センター
高瀬町農村環境改善センター
山本庁舎
詫間福祉センター
仁尾庁舎

2日(火)

3日(水)

8日（月）

9日（火）
16日（火）

10:00～15:00

10：00～11：30 ふれあいプラザにお

高瀬町農村環境改善センター
※対象地域は高瀬町、山本町、財田町   

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  

高瀬町農村環境改善センター
※登録商標や企業・技術紹介の相談

13：30～16：00

13:00～16：00
（要予約）

9：30～15：00
（要予約）

豊中庁舎
高瀬町農村環境改善センター
詫間福祉センター
三野町社会福祉センター
仁尾庁舎

　3日（水）
8日（月）
10日（水）
17日（水）
22日（月）

行政相談

人権相談

職業相談

農事相談

就農相談

知的財産
技術相談

総務課　☎73－3000
または各支所

産業政策課　☎73－3013

農業委員会　☎73－3046

☎82－2607

人権課　☎73－3008
または各支所

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

■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

16日（火）

8日（月）

９日（火）

24日（水）
25日（木）
26日（金）

月のお知らせ7保健・相談

その他

水難事故に注意！

戦没者遺児の皆さんへ

自主防災力強化事業費補助金制度

紙類・布類の持込回収
かがわ交通マナーアップコンテスト

※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
日　程 医療機関名 電話番号市町名

多田医院
今滝医院
　タカシ歯科クリニック
森クリニック
松井病院
　久保歯科医院
藤田脳神経外科医院
たしろ医院
みやしたファミリークリニック
細川整形外科医院
　塩田歯科医院
そがわ医院
冨士クリニック
　小野歯科医院
藤川医院
河田病院
　野口歯科医院

7日（日）

14日（日）

15日（月）

21日（日）

28日（日）

8月4日（日）

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

83－2121
27－6218
24－4618
72－1567
23－2111
62－2221
72－1135
25－8413
73－4976
25－4290
25－3872
62－2357
25－3692
72－3888
74－7977
25－3668
25－3900

※　　＝歯科の診療時間は午前9時から正午まで　　　

『海外中学生歓迎交流会』

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市国際交流協会　☎56－5121

「
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、

　
　
　

気
軽
に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
」

少年相談

（少年育成
センター）

☎62－1116

地域包括支援センター　☎73－3017遊ビリテーション
日　程 時　間 場　　所

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

4日（木）

8日（月）

9日（火）

17日（水）

19日（金）
23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
市民交流センター
高瀬町農村環境改善センター
仁尾町文化会館
マリンウェーブ
荘内自然休養村センター
三野町保健センター
二ノ宮地区農業構造改善センター

財田川で魚と遊んでみませんか

仁尾町図書館　イベント

5月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数39件（+15）死者数 ２人（+2）負傷者数 47人（+19）

（５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付をいただきま
した。厚くお礼申し上げます。　　　　（敬称略・順不同）

税務課からのお知らせ

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

日　程 時　間 場　　所
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
高瀬町公民館9：30～11：00

18日（木）
24日（水）

健康相談 健康課　☎73－3014
血圧測定・尿検査・健診結果・生活習慣病予防や禁煙等の相談

※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、仁尾町福祉会館の健康相談はお休みです

の納付月です。

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）
固 定 資 産 税

(全期前納および第1期分)
(全期前納および第1期分)
(全期前納および第1期分)
（第2期分）

７月は、 

７月31日（水）口座振替日および納期限

☆納付には口座振替が便利です。　　
☆全期前納の人で口座振替ができなかった場合は、期別
　振替に変更となりますのでご了承ください。

『平和学習・広島見学ツアー』

みとよ未来技術基金へ

豊中町
詫間町
詫間町

細川　雅光
真鍋　和行
倉本　正章

仁尾町
財田町

浅野　彰英
大西　隆弘

国際ソロプチミスト観音寺

二ノ宮小学校へ
篠原　正明　　高瀬町

社会福祉協議会へ
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