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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

県立農業大学校学生募集（推薦入試）

■受９月27日（金）～10月10日（木）
■試■験■日10月17日（木）
■申■問県立農業大学校☎0877-75-1141

弁護士の多重債務者無料相談会

■時 9月24日（火）午後１時～３時
■場高瀬町社会福祉センター
■数１人30分　４人まで（要予約）
■受９月10日（火）～17日（火）
■申■問福祉課　☎73－3015
精神保健相談日

【中高年うつ・認知症相談】（要予約）
■時 9月2日（月）午前11時～正午

【思春期相談】（要予約）
■時９月９日（月）午後２時～４時
【心の健康相談】（要予約）
■時９月25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

不登校・ひきこもり親の集い

■時９月４日（水）午後２時～４時
■場西讃保健福祉事務所
■対15歳以上の子どもの不登校やひ
きこもりで悩んでいる家族など

■テ自分を大切にするということとは
■問西讃保健福祉事務所☎25－2052
ひきこもり親の会（要予約）

■時 9月13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

「福祉のしごと」相談・求職登録会

■時 9月12日（木）・19日（木）
午後１時～４時

■場高瀬町農村環境改善センター
　■対福祉関係へ就職を希望する人、
福祉の仕事に関心のある人など

■問県社会福祉協議会
☎087－833－0250

高齢者・障がい者あんしん相談会

■時 9月14日（土）

午後１時30分～４時30分
■場丸亀市保健福祉センター
■対高齢者、障がい者、その家族など
■問県社会福祉協議会
☎087－861－8883

　
不動産鑑定無料相談会

■時10月4日（金）午前10時～午後4時
■場丸亀市役所
■内土地、建物の価格や取引など
■問県不動産鑑定士協会
☎087－822－8785

無料調停相談会

■時 9月29日（日）午前10時～午後3時
■場観音寺市常磐総合コミュニティ
センター

■内離婚、相続、金銭貸借、交通事故、
土地の境界など

■問観音寺調停協会　☎25－3467
法務局休日相談所（要予約）

■時10月6日（日）午前10時～午後3時
■場観音寺市立中央図書館
■受９月17日（火）～27日（金）
■内登記、戸籍、供託、人権など
■申■問高松法務局観音寺支局
　☎25－4528

無料法律相談

■時10月5日（土）午前10時～午後3時
■場市民交流センター
■内不動産に関すること、官公庁への
許認可や書類作成に関すること

■相■談■員県土地家屋調査士会 ･県司
法書士会･県行政書士会の会員

■問県土地家屋調査士会
☎087－821－1836

授業体験・ワンストップ保護者相談

■時10月12日（土）
　授業体験　午前９時～午後１時
　個別相談　午後１時～４時
■対聴覚に障がいのある子どもと保護
者、教職員など

■申■問県立聾学校☎087－865－4492
さぬき若者サポート
ステーションの出張相談

■時 9月25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

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間

■時 9月30日（月）～10月4日（金）
午前８時30分～午後７時

■相■談■電■話■番■号　 0120－007－110
■相■談■員人権擁護委員または高松法
務局職員

■問高松法務局　☎087－815－5311
 

古文書出前講座（後期）
■時10月～３月の第３木曜日
午後７時～８時30分

■場高瀬町農村環境改善センター
■講徳島文理大学　橋詰　茂 教授
■料 300円（資料代）

■申■問生涯学習課　☎62－1113
特別展「紫雲出山遺跡発掘60年史」
関連考古学講座
【紫雲出山遺跡について】
■時 9月12日（木）午前10時～11時30分
【西讃の弥生時代の集落について】
■時 9月26日（木）午前10時～11時30分
■場宗吉かわらの里展示館
■数各25人（先着順）
■申■問宗吉かわらの里展示館
　☎56－2301

三豊総合病院9月の健康教室
【食べて治してハッピーライフ】
■時健康教室
9月13日（金）午後２時～３時
調理実習
9月27日（金）午前10時～正午

【腎臓病教室】
■時 9月19日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時 9月12日（木）午後6時～7時
※各教室、事前予約が必要
※調理実習は600円が必要
■申■問三豊総合病院健康管理センター
　☎52－2726

精神障がい者のための当事者学習会
■時９月３日（火）
午後１時30分～３時30分

■場西讃保健福祉事務所
■テ効果的な聞き方、伝え方のために
■問西讃保健福祉事務所　
☎25－2052

精神保健福祉ボランティア講座
■時10月3日･17日･31日･11月7日の
木曜日

■場西讃保健福祉事務所
■対精神保健福祉ボランティア活動に
関心のある人

■数 30人
■受 9月20日（金）まで
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052
　

善通寺看護学校学生祭公開講座

■時 9月21日（土）
午前10時30分～11時30分

■場善通寺看護学校
■テ家庭でできる介護の工夫とコツ
■問善通寺看護学校
☎0877－62－3688
　

四国学院大学オープンキャンパス

■時 9月21日（土）午前11時～午後4時
■内モデル授業、個別相談など
■問四国学院大学　0120－459－433

みとよ健康福祉まつり‘13

■時10月12日（土）
午前９時30分～午後１時30分

■場高瀬町農村環境改善センター周辺
■内体験イベント、バザー、展示など
■問健康課　☎73－3014
　

高瀬町図書館古本リサイクル市

■時９月13日（金）･ 14日（土）
午前９時30分～午後４時
（無くなりしだい終了）

■場高瀬町図書館
■内一人５冊、付録は１点まで
■問高瀬町図書館　☎72－5631

■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

SEPTEMBER
月のお知らせ9

募集

相談

　

ミュージックヒストリーコンサート～Melodies with 　　Memories～

 ビリー・バンバン  庄野　真代  山本コウタロー

大切ないのち　救急医療が守ります
　救急医療や救急業務に対する正しい理解と認識を
深めるため、毎年9月9日を「救急の日」、9月8日
（日）から14日（土）を「救急医療週間」としていま
す。
◆人工呼吸や止血など、正しい応急手当の方法を身
　に付けましょう
◆いつでも相談できるかかりつけの
　医師を持ちましょう
◆安易な救急車の利用は避け
　ましょう
■問三観広域北消防署　☎72－2119

　あの頃、あのメロディ、かけがえのない想い出！
　ポップミュージックのルーツから1970年代までの時代
を彩った邦楽・洋楽の名曲を、時代背景と“とっておきの
ウラ話”を交えてお届けします。

アイランドウォーク瀬戸内
　塩飽諸島で一番広く、青木石の産地として有名な
広島で、茶色く迫る断崖を見ながら島歩きを楽しみ
ませんか。
■時10月20日（日）午前７時集合
■コ■ー■■ス丸亀市広島　歩行距離約11km
■集■合■■場■所丸亀駅南側
■料大人1,600円　小学生800円
■対市内に在住または勤務している人
■数 100人程度（先着順）
■受 9月30日（月）～10月11日（金）
■申■問市社会教育団体連絡協議会　☎56－6251

弓道初心者教室
■時10月８日（火）～11月８日（金）
毎週火曜日と金曜日の計10回
（昼の部）　午前９時～11時
（夜の部）　午後７時30分～９時
■場市弓道場（詫間町）
■対市内または近隣に在住の人
■受９月27日（金）まで
■料2,000円（10回分）
■申■問市体育協会弓道部　
　☎83－6221
※午前9時～11時または午後7時30分～9時
　の間にお願いします

好評発売中！■時  9月23日（月・祝）開演　午後３時　
■料  4，500円
　【全席指定席】
■出■演  ビリー・バンバン
　　　庄野　真代
　　　山本コウタロー
■演■奏■予■定■曲■目  「白いブランコ」「飛んでイスタンブール」
　　　「岬めぐり」「サウンド・オブ・サイレンス」ほか

区分 資格

防衛大学校
学生

高校卒業
（見込み含む）
21歳未満

「推薦・選抜」
９月５日（木）
　～９日（月）
「一般前期」
９月５日（木）

　～３０日（月）

９月５日（木）
　～３０日（月）

防衛医科大
学校学生

看護学生

受付期間

参加者募集
）
参加者募集
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相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ

参加者
募集

参加者
募集

受講生
募集

吹奏楽団WESTロビーコンサート

■時 9月14日（土）午前9時45分～11時
■場山本町生涯学習センター
■問山本町公民館　☎63－1041
身体障がい者若者交流会
■時10月27日（日）
午前10時～午後３時30分

■場ホテルセカンドステージ（高松市）
■対身体障がい者手帳を持つ18～49
歳の人

■数 30人程度（先着順）
■料1,000円
■受10月４日（金）まで
■問県身体障害者団体連合会
☎087－862－3540

チャリティーディナーコンサート
■時９月８日（日）正午～
■場観音寺グランドホテル
■料 7,000円
■申■問国際ソロプチミスト観音寺
　白川　　090－4973－4362

西部養護学校「ふれあいの日」
【運動会】
■時９月21日（土）午前9時30分～
【中学部･高等部体験入学】（要予約）
■時９月26日（木）午前９時30分～
■申■問香川西部養護学校☎25－1775
番の州公園ガーデンセミナー
【果樹の栽培方法】
■時10月６日（日）
午前９時30分～11時45分

■料 500円
■数 20人（先着順）

【コケ玉作り】
■時10月６日（日）
　午後１時30分～３時45分
■料2,000円
■数 15人（先着順）
■場番の州公園管理事務所
■受９月22日（日）から
■申■問坂出緩衝緑地管理事務所
　☎0877－45－6820

 

図書館臨時休館日

■時仁尾町図書館
９月15日（日）～24日（火）
豊中町図書館
９月25日（水）～10月5日（土）

■問仁尾町図書館　☎56－9565
豊中町図書館　☎62－6430

障がい者就職面接会

■時10月２日（水）
午後１時30分～３時30分

■場観音寺グランドホテル
■対就職を希望する障がい者
■問ハローワーク観音寺　
☎25－4521

引揚者へ
通貨・証券などをお返しします

　終戦後、外地から引き揚げた人で
上陸地の税関・海運局に預けた通
貨・証券など、また、外地の領事館
などに預けた証券などのうち、日本
に送還されたものをお返しします（家
族でも可）。
■問坂出税関支署詫間出張所
☎83－3071

■言■■語英会話・韓国語・中国語
■ク■ラ■ス入門～上級
■■期■■間 9～12月（各クラスとも全12回）
■曜■■日月～金
■受■講■料一般16,600円
　　会員15,600円

ツアーのポイント
①現地の人との友好交流プログラム
②おいしいスペイン料理を堪能
③フラメンコショー見学
④世界遺産めぐり
■時11月20日（水）～26日（火）7日間
■内三豊市→バルセロナ→サラゴサ
→マドリード→三豊市

■料約26万円（燃油サーチャージ込）
■数 20人
　（最少催行人員）
■受 10月11日（金）まで
■企■画■■・■実■施
（株）日本旅行 高松支店

■時９月27日（金）午後７時30分～
■場高瀬町農村環境改善センター

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）

 5日（木）
12日（木）
19日（木）

10月3日（木）
9月17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

　6日（金）
30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

2日（月）
10日（火）
12日（木）
13日（金）
18日（水）
19日（木）
25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
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
10:00～15:00

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

3日（火）

4日（水）

9日（月）

10日（火）
13日（金）

10:00～15:00

10：00～11：30 たかせ人権福祉センター

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

　　4日（水）
9日（月）
11日（水）
18日（水）
20日（金）

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

☎72－2501

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

17日（火）

9日（月）

10日（火）

25日（水）
26日（木）
27日（金）

月のお知らせ9保健・相談

その他

※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

西香川病院
もりの木おおにしクリニック
　大西ただし歯科クリニック
小野医院
森内科医院
　みやざき歯科医院
永野内科医院
久保外科整形外科医院
　まきの歯科医院
永康病院
富田内科医院
今川内科医院
細川整形外科医院
　しつかわ歯科医院
多田医院
クリニック池田
嶋田内科医院
中央クリニック
　さいとう歯科医院

1日（日）

8日（日）

15日（日）

16日（月）

22日（日）

23日（月）

29日（日）

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

72－5121
25－3291
57－5095
83－8181
25－7363
83－7222
74－6018
25－5515
23－2848
83－3001
24－0180
62－2052
25－4290
83－6480
83－2121
23－1500
73－5178
25－0755
27－9328

※　　＝歯科の診療時間は午前9時から正午まで　　　

「スペイン
　スタディツアー」

外国語講座9月期
▲

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

7月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数53件（+4）死者数 2人（＋2）負傷者数 63人（+5）

（７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▼ 問い合わせ　施設管理課　☎73－3004▼

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）

（第3期分）
（第3期分）
（第3期分）

9月は、 

９月30日（月）口座振替日および納期限

中学生海外派遣研修事業
「帰国報告会」

社会福祉協議会へ

つたじま渡船運休のお知らせ
　瀬戸内国際芸術祭2013 in 粟島に、つたじま丸が
参加するため10月1日から31日まで、つたじま渡船
を運休します。

☆納期限内に納めましょう。
■督促手数料■
　地方税法では、納期限までに納付がなかった場合は「納期限後20
日以内に督促状を発しなければならない」ことになっています。市では、
このことを受けて督促状を発送し、条例により督促手数料を徴収する
ことと定めています。
☆市税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

日　程 時　間 場　　所
詫間福祉センター
三野町保健センター
仁尾町福祉会館
山本町保健センター
豊中町保健センター
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
高瀬町公民館

9：30～11：00

3日（火）
9日（月）
10日（火）
11日（水）
13日（金）
19日（木）
25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

※　　は健診結果相談会を兼ねています
※詫間町は火曜日の開催に変更しています

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

5日（木）

9日（月）

10日（火）

18日（水）

20日（金）
24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

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

10日（火）
11日（水）
17日（火）
19日（木）
20日（金）
25日（水）
27日（金）

財田町加 賀 英 二 高松市丸 岡 博 樹

－日本スペイン交流 400周年記念－

2013年9月21 広報 20広報 2013年9月


	mitoyo_2013Sep18-19
	mitoyo_2013Sep20-21

