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三観広域行政組合消防職員募集
■対平成2年4月2日～平成9年4月1日
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(金)～22日(金)
試験日　9月21日(日)

■問消防本部総務課　☎23－3970
　自衛官（特別職国家公務員）募集

■問自衛隊観音寺地域事務所
☎25－6122

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時 7月14日（月）午後2時～　
【心の健康相談】（要予約）
■時 7月23日（水）午後1時45分～
■場西讃保健福祉事務所
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052
　ひきこもり親の会　（要予約）

■時 7月11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（概ね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
　さぬき若者サポートステーション

の出張相談
■時 7月7日（月）詫間福祉センター
14日（月）山本町保健センター
24日（木）豊中町保健センター
午前10時～午後4時

■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

県立聾学校
きこえとことばの相談会（要予約）
■時 7月24日（木）
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
　　就学前定期相談・指導 
どろんこ教室　（要予約）
■時月2回程度の金曜日
午後2時15分～４時

■対 6歳までの発達等に悩む子どもを
もつ保護者

■内子どもとの関わり方、子どもに
あった育て方の相談

■問県立香川西部養護学校　
☎25－1775

　福祉フェスタ2014

■時 8月3日（日）
午前10時～午後3時

■場県社会福祉総合センター
■対目の見えない人・見えにくい人
■内パネルディスカッション「自分の
やり方をみつけよう」、福祉用具
展示会、盲導犬体験歩行、各種
相談会

■問県視覚障害者福祉センター　
☎087－812－5563

「福祉のしごと」相談・求職登録会

■時 7月17日（木）・8月21日（木）
午後1時～4時

■対福祉の職場への就職を希望する
人、福祉の仕事に関心のある人

■内専門員による相談、個別の就職
活動支援

■問県社会福祉協議会　福祉人材セ
ンター　☎087－833－0250

三豊総合病院7月の健康教室
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時健康講座
7月11日（金）午後2時～3時
調理実習
7月25日（金）午前10時～正午

【腎臓病教室】
■時 7月17日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時 7月10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円が必要
■申■問三豊総合病院健康管理センター
　☎52－2726

親子料理教室
旬の魚のさばき方教室
■時 7月24日（木）午前10時～
■場観音寺中央高校
■講同高校食物系列の3年生
■数小学生の親子10組
■受7月7日（月）午前9時～（先着順）
■持エプロン・ハンドタオル
■申■問港湾水産課　☎83－8806
関節リウマチ講演会

■時 7月26日（土）午後2時～4時
■場丸亀市保健福祉センター
■テリウマチと各種関節疾患
■講高松平和病院副院長　真鍋等先生
■問ＲＡほのぼの会　（松田）
☎0877－22－2582

生涯学習講座　
寄せ植え教室　～こけ玉作り～

■時 7月13日（日）
午前9時30分～11時

■場山本町生涯学習センター
■数 20人
■費1,000円
■持ゴム手袋、直径20cmの皿が入
る袋または箱（持ち帰り用）

■申■問山本町公民館　☎63－1041

生涯学習講座　親子木工教室

■時 8月3日（日）
午前9時～11時30分

■場山本町生涯学習センター
■数小学生の親子12組
■費1,000円
■受7月27日（日）まで
■申■問山本町公民館　☎63－1041
難病研修会と患者会
【医療相談会】
■時①7月10日（木）　②16日（水）
午後2時～4時

■場西讃保健福祉事務所
■テ■・■講
①「全身性エリテマトーデス、強皮
症・皮膚筋炎および多発性筋炎
の療養」宇多津浜クリニック院
長　猪尾昌之先生

②「パーキンソン病の療養」キナシ
大林病院神経内科部長　高田裕
先生

※②については午後4時～パーキン
ソン病患者会（すみれ会）も開催

■申開催日の1週間前までに電話にて
■問西讃保健福祉事務所　☎25－2052

　

スターウォッチング　
月と夏の星座観察
■時 8月3日（日）午後8時～9時

■場山本ふれあい公園
■注雨天時は室内でビデオ学習
■問山本町公民館　☎63－1041　
仁尾町図書館　イベント

【げんきのきミニコンサート】
■時 7月19日（土）
午後２時～2時30分

■内絵本の読み聞かせ、手話ソングなど
■対幼児・小学校低学年・保護者
【夏休み上映会】
■時 7月30日（水）
午後1時30分～2時25分

■内アニメＤＶＤ上映「おじゃる丸ス
ペシャル　銀河がマロを呼んでい
る～ふたりのねがい星～」

■数 250人
■場仁尾町文化会館
■問仁尾町図書館　☎56－9565

第9回 市長杯卓球大会
（団体の部）

■時 7月20日（日）
開会式9時～

■場市総合体育館
■対市内在住者、市内の学校・企業・
卓球クラブに所属する人
※ラージの部は原則50歳以上

■費1チーム1,000円
■受7月10日（木）まで
■問市体育協会卓球部（嶋田）
　090－7622－9000

■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
月のお知らせ7

相談

　

嘉門達夫スペシャル
LIVE in 讃岐2014

おやじバンドバトル！！

■時  9月7日（日）
　 午後2時開演
■料  【全席指定席】
　一般　3,600円　
　子ども（小学6年生以下）
　　　　1,500円
■出■演  
嘉門達夫

■時  8月24日（日）午後２時開演
■料  【全席自由席】1,000円
■出■演  京極テリーズ　摩天楼　ALL G’s

N響メンバーと日本のトップ
アーティストによる世界名曲の旅
■時  9月6日（土）午後２時開演
■料  【全席指定席】
　　一般1,000円　学生500円
■出■演  フルート・ピッコロ：菅原潤
　　　ヴァイオリン：永峰高志
　　　テノール：藤川泰彰
　　　ピアノ：三木香代

■時  7月9日（水）
　　午後７時開演
■出■演  落合みつを
●“It’s Not Too Late”
■時  7月10日（木）
　　午後７時開演
■出■演  宇田川　妙
●懐かしのOLD DAYS
■時  7月31日（木）
　　午後７時開演
■出■演  Peach Boys
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受　付
一年中
８月１日（金）
～９月９日（火）

自衛官候補生

一般曹候補生

区　分

■料  一般500円　学生100円（当日ロビーにて）
●アコースティックコンサート
　今宵、感動の歌を。

讃岐国府跡を探る❺
　県埋蔵文化財センターが平成24年度に発掘調査し出
土した遺物を展示します。讃岐国府の中心建物がどのよ
うなものだったのか、出土遺物とパネルで紹介します。
■時 7月5日（土）～27日（日）
午前9時～午後5時（月曜休館）
※21日（月・祝）開館、22日（火）休館

■料 15～64歳は100円
■問宗吉かわらの里展示館　☎56－2301

企画展
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本人の持ち味の引き出し方と
　　接し方についての講演会
■時 7月6日（日）
午後1時30分～3時30分

■場三豊市役所西館
■講さぬき若者サポートステーション
総括コーディネーター・鷲見典彦氏

■内生きにくさやひきこもり傾向など、
情緒的なしんどさをもつ人の支援

■問福祉課　☎73－3015

高齢者交通安全キャンペーン2014

　65歳以上の人がエントリーし、半
年間無事故であった場合、抽選で
3,000円相当分の商品券が贈呈さ
れます。
■時 8月1日（金）～平成27年１月31日（土）
■対県内居住の65歳以上（平成27年1
月末までに65歳になる人も含む）

■受7月31日（木）まで
■申キャンペーン参加申込書（市役所・
支所窓口にあり）に「交通マナー
アップ宣言」等を記載し、郵送

■問県老人クラブ連合会
☎087－832－7833

献血実施します

■時 7月6日（日）午前9時～午後3時
（正午～午後1時は除く）
■場本山寺（豊中町）
■主本山地区親和会

戦没者遺児の皆さんへ

　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。
■問県遺族連合会　
☎087－831－6081

あなたの財産が狙われています
　役所や銀行の職員になりすまし
て、還付があるとだまし、コンビニ
等のＡＴＭで振り込みをさせたり、
警察官等を名乗り口座番号を聞く等
の、振り込み詐欺の電話が、市内で
多数かかっています。不審な電話が
あれば警察までご連絡ください。
■問三豊警察署　☎72－0110

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）

 3日（木）
10日（木）
17日（木）
15日（火）

福祉課　☎73－3015こころの相談

10:00～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30

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　
詫間福祉センター　

4日（金）
28日（月）
8月1日（金）

■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＝問い合わせ先月のお知らせ77月の保健・相談

※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　　　

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市国際交流協会　☎56－5121

５月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数42件（12）死者数 1人（1）負傷者数48人（11）

イギリススタディツアー

平和学習・広島見学ツアー

　普通の旅行で
は味わえないイ
ギリスを楽しみ
ませんか。

　姉妹都市、米国
ウィスコンシン州
ワウパカ市の中学
生といっしょに参
加しませんか。

■時11月22日（土）～28日（金）
■費約38万円（燃油サーチャージ込）
■受８月６日（水）まで
■数先着20人（最少催行人数）
■内現地の人との友好交流、ロンドン・
エディンバラ・コッツウォルズ見
学、世界文化遺産めぐり

■企■画■■・■■実■施（株）日本旅行

認知症予防と病気への理解を深めるための教室
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

8日（火）
9日（水）
15日（火）
17日（木）
18日（金）
23日（水）
25日（金）

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

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

7日（月）
8日（火）
10日（木）
11日（金）
16日（水）
17日（木）
23日（水）

脳きらり教室 地域包括支援センター　☎73－3017 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
10:00～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30
13:30～15:00
10:00～11:30
10:00～11:30

3日（木）

8日（火）

14日（月）

16日（水）

18日（金）
22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
仁尾町文化会館
市民交流センター
高瀬町農村環境改善センター
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
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相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ
13:00～15:00
10:00～12:00
13:00～16:00

10:00～15:00

13:00～15:00

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

2日（水）
7日（月）
8日（火）

9日（水）

14日（月）

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
※毎月第3火曜日　農業制度資金相談会開催中

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

9日（水）

14日（月）
16日（水）
22日（火）

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

22日（火）

7日（月）

8日（火）

23日（水）
24日（木）
25日（金）

日　程 医療機関名 電話番号市町名
橋本病院
久保外科整形外科医院
　とよしま歯科医院
細川病院
今滝医院
　久保歯科医院
嶋田内科医院
クニタクリニック
　大西ただし歯科クリニック
岩崎病院
たしろ医院
今川内科医院
辻整形外科医院
　三宅歯科医院
藤田脳神経外科医院
小山医院
　まきの歯科医院

6日（日）

13日（日）

20日（日）

21日（月）

27日（日）

8月3日（日）

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

63－3311
25－5515
24－5775
83－2211
27－6218
62－2221
73－5178
25－1577
57－5095
83－6011
25－8413
62－2052
57－1100
63－8500
72－1135
25－2354
23－2848

戦没戦没戦没没戦没戦戦 者

あなあなあななあなああ た

本人本人本人本人本人本人本人ののの
　　接接

高齢高齢高齢齢高齢高高 者者

献血献血献血血献血献献 実

（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▼

7月は、
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（第2期分）　　　の納付月です。

7月31日（木）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。

その他

■時 8月１日（金）
午前7時20分～午後8時30分

■費一般7,000円、会員6,000円
小学生以下5,000円

■数先着45人（予約制）
■受7月28日（月）まで
■内広島原爆ドームと平和記念資料
館の見学、お好み焼き作り体験、
世界遺産宮島厳島神社見学

誰でも参加できる転倒予防のための体操教室

日　程 時　間 場　　所
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9：30～11：00

9日（水）
17日（木）

健康相談 健康課　☎73－3014
高血圧・糖尿病など生活習慣病の予防、禁煙などについての相談

※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、
　三豊市老人福祉センター（仁尾町）、高瀬町公民館の健康相談はお休みです

旅行

参加者
募集

みとよ未来技術基金へ

ハザードマップを作成しました

　市内20箇所の貯水
量10万トン以上のた
め池を対象に作成し
ています。

「三豊祭礼今昔物語 vol.3　～ ももてを中心として ～」
■時 8月28日（木）まで
（土・日・祝・７月31日（木）は休館）
■場市文書館ロビー・展示閲覧室
■内「生里のモモテ」
重要無形民俗文化財指定証書ほか

【ため池ハザードマップ】

　南海トラフの最大
規模の地震を想定
し、市内沿岸部3町
（三野町・詫間町・仁
尾町）を対象に作成
しています。

【津波ハザードマップ】

■問総務課　☎73－3000

■問土地改良課　
☎73－3041

社会福祉協議会へ
山本町
三野町
豊中町
詫間町

藤 川 桂 子
塩 田 里 志
関 　 茂 樹
真 鍋 和 行

仁尾町
財田町
財田町

岩 本 義 文
亀 山 正 志
図 子 　 守

国際ソロプチミスト観音寺

市文書館 夏期企画展　重要無形民俗文化財指定記念

■問市文書館　☎ 63－1010

８月２日（土）は特別開館！！！
　10：00、11：30、13：30、15：00
から展示品を見ながら、市内のももて祭
や指定文化財の祭礼について話し合う
「アーカイブズトーク」を開催します。

全期前納
　および第1期分

⎫
⎬
⎭
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