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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

三豊の魅力さがし写真コンテスト
春の部　作品募集
　三豊の観光ＰＲにもってこいの写
真を募集します。
■テ世界に発信　三豊の魅力
春のおすすめ美景スポットやイベ
ントの情景、歴史ある名所・旧跡

■賞最優秀賞　１人　30,000円
優秀賞　　４人　  5,000円
佳作　　 10人　市商工会商品券
　　　　　　　　1,000円分

■受５月27日（金）まで
■問市観光協会　☎56－5880
第7回三豊発！さぬき軽トラ市
出店者募集

■時 4月17日（日）
午前9時～午後2時　

■場三豊市役所本庁舎前駐車場
■料軽トラック・軽バン　　2,000円
その他車両・飲食の出店　3,000円

※初出店者は登録料2,000円が必
要です。
■受 3 月 15 日（火）まで
■申■問さぬき軽トラ市実行委員会
　☎73－3040

　
精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時 3月14日（月）午後２時～
【心の健康相談】（要予約）
■時 3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

　
さぬき若者サポートステーション
出張相談

■時３月７日（月）詫間勤労会館
　　 14日（月）山本町保健センター
　　 23日（水）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

不動産鑑定無料相談会

■時４月１日（金）
午前10時～午後４時　

■場高松会場　県庁東館
丸亀会場　丸亀市役所

■内土地、建物などの不動産価格や
土地取引に関すること

■問県不動産鑑定士協会　
☎087－822－8785

三豊総合病院３月の健康教室

【食べて治して、ハッピーライフ】
食事で貧血予防
■時３月11日(金)　午後2時～3時
調理実習
■時３月25日(金)　午前10時～正午
【腎臓病教室】
■時３月17日(木)　
午後3時30分～5時

【夜間糖尿病教室】
■時３月10日(木)　午後6時～7時
※各教室とも事前に予約が必要。
※調理実習・試食会は600円が必要。
■申■問健康管理センター　☎52－2726
市総合体育館３月健康大学

【健康相談と運動処方】
■時 3月5日（土）、8日（火）、19日（土）
の午前9時～10時30分、23日
（水） の午後５時～６時30分　
■内各種トレーニング機器を使った効
果的な運動を専門のインストラク
ターがサポート

■料 200円（要予約）
【正しいトレーニング方法を学ぼう！】
■時３月19日（土）　
午前10時30分～11時30分

■対トレーニングルーム会員
■内最新のスポーツ科学に基づいた
注意点やポイントを紹介

■講四国学院大学教授　清水幸一氏
■数 15人（要予約）
■料200円
【初心者のための
　バランスボールトレーニング】
■時３月５日（土）
午前10時30分～11時30分

■講四国学院大学教授　清水幸一氏
■数 15人（要予約）
■料200円
■申■問市総合体育館 　☎72－1500
介護福祉士
実務者養成研修（通信制）
　この講座は、教育訓練給付金の対
象です。

■時４月１日（金）～９月30日（金）
※3年まで在籍可能です。
■受３月23日（水）まで
■料21,000円～181,000円
※取得済みの資格によって違います。
■申■問四国学院大学専門学校
　　 0120－72－5192

市文書館 春期企画展
「学校の記憶と記録
　　～ありがとう、小学校～」
■時５月１日（日）まで
※月曜、 祝日、 ３月31日（木）、 ４月
28日（木）は休館日です。
■場市文書館
■展■示■資■料
３月に閉校する山本、財田地区
の小学校の古い写真、資料など

■問市文書館　☎63－1010

2016三豊市こんぴらウォーク

■時４月３日（日）　
午前９時30分集合（雨天決行）

■場三豊市役所本庁舎前駐車場
■対健康で体力に自信のある人
※小学生以下は保護者同伴。
■コ■ー■ス
市役所→高瀬川沿い→麻小学校
→牛屋口→金刀比羅宮参拝→こ
んぴら高燈篭（約15㎞）

■数 100人程度
■料無料（帰路の交通費は各自負担）
■持弁当、飲み物、雨具、タオル、
ビニール敷物、ごみ袋など

■注けがなどの場合、応急処置はし
ますが、その他の責任は負いま
せん。

■受３月25日（金）まで
■申■問生涯学習課　☎73－3135

高瀬町図書館 リサイクル市

■時３月11日（金）、12日（土）　
午前９時30分～午後４時

■場高瀬町図書館
■内保存期間の過ぎた雑誌や付録な
どを無料で提供

※雑誌は1人５冊、付録は１点まで。
　なくなり次第、終了します。
■問高瀬町図書館　☎72－5631

詫間町図書館 雑誌無料提供会

■時３月19日（土）、20日（日）　
午前10時～午後５時

■場詫間町図書館
■内保存期間の過ぎた雑誌を無料で
提供

※冊数の制限はありません。なく
なり次第、終了します。
■問詫間町図書館　☎83-6828

仁尾町図書館 映画上映会

■時３月29日（火）　
午後１時30分～３時

■場仁尾町文化会館
■内愛少女ポリアンナ物語（ストー
リー）

■数 250人
■問仁尾町図書館　☎56－9565

■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
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宝くじの助成金で整備しました

　宝くじの助成金を受
けて、詫間町の浜西自
治会が自治会館を整備
しました。

夏井いつき　句会ライブ

熱田昭夫(cl) vs JAMES.K(vo) SPECIAL!

落合みつを「今日はどこまで歩こうか？」

■時  ３月31日（木）
午後７時開演

■料  全席自由席　
一般前売り　　　1,800円他
高校生以下前売り　800円他

■時  3月20日 (日・祝）午後７時開演
　　（午後５時から無料クラリネット講習会あり）
■出  熱田昭夫(cl)、JAMES.K(vo)、松本加代子(pf)

■時  3月30日 (水）午後７時開演
■料  いずれも一般500円、学生100円（当日ロビーにて）

イベント

　自分の所有する土地または家屋の価格と比較する
ため、市内の他の土地または家屋の価格を見ること
ができます。
■対■象固定資産税の納税者または納税管理人、代理人
　（納税者の委任状が必要）

※土地（家屋）のみの人は、家屋（土地）の縦覧は
できません。

■期■間 4月1日（金）～5月2日（月）
　土・日・祝日を除く
　午前8時30分～午後5時15分

■場■所税務課または各支所
※各支所では当該町のみの縦覧しかできません。

■手■数■料無料（価格縦覧簿の写しは交付しません）

　納税義務者が、固定資産課税台帳のうち自己の資
産について記載された部分を確認することができま
す。

■期■間通年（土・日・祝日を除く）
　午前8時30分～午後5時15分　

■場■所税務課または各支所
■手■数■料縦覧期間中の閲覧は無料（コピーは1枚10円）
※いずれも、本人確認のため、納税通知書または身
分証明書（運転免許証、健康保険証など）が必要
です。

▶問い合わせ　税務課　☎73－3006

４月から固定資産税の縦覧・閲覧ができます

受付期限
５月６日
（金）
４月22日
（金）

一般幹部候補生
歯科・薬剤科幹部候補生

医科・歯科幹部自衛官

区　分

■問総務課　☎73－3000

土地価格等縦覧帳簿および
　　　家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 固定資産課税台帳の閲覧
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かかりつけ医普及啓発講演会

■時３月13日（日）　
午後１時30分～３時30分

■場観音寺グランドホテル
■内【報告】
「地域包括支援センターの
　　　　　　　活動について」
【基調講演】
「在宅での医療と介護」
～住み慣れた場所で、
　　自分らしく過ごすために～
講師　三豊総合病院
　　　地域医療部　中津守人氏
【特別講演】
「医療の進歩は人間の幸福に
　つながるか」
講師　前高知県知事　
　　　橋本大二郎氏

■数 400人
■問三豊・観音寺市
医師会　☎25－2231

シンポジウム
四国の新幹線を考える

■時３月13日（日）　午後１時30分～
■場高瀬町農村環境改善センター
■内【基調講演】 「四国に新幹線を」
講師　四国旅客鉄道株式会社
　　　相談役　梅原利之氏
【シンポジウム】
「四国の新幹線を考える」
コーディネータ－
　京都大学大学院
　工学研究科教授　中川大氏

■注参加費は無料ですが、席に限り
があるため、事前申し込みのな
い人は入場できない場合があり
ます。

■申■問県議会地域公共交通活性化促
　進議員連盟
　☎087－832－3680

眼についての医療講演と
　　　　　　　福祉機器展示

■時４月17日（日）　
午後1時～3時 （展示は4時まで）

■場県社会福祉総合センター（高松市）
■内「視覚障がい者のための自立に向
けた訓練」
講師　福岡視力障がい者センター
　　　支援課長　山田信也氏

■対眼疾患患者および家族、医療関
係者

■数 80人（先着順）
■料 500円（ＪＲＰＳ会員は無料）
※介護者１人は無料です。
■受４月10日（日）まで
■申■問県網膜色素変性症協会　三木
　　090－1170－6047

光回線サービスの
　　転用トラブルに注意！
　光回線サービスの転用をすれば料
金が安くなると電話で勧誘され、よく
分からないまま「転用承認番号」を伝
えたら、契約業者が変わって料金も
高くなったので、元に戻したいという
相談が寄せられています。
　転用は契約業者を変える手続き
で、料金が必ず安くなるとは限りませ
ん。また、解約を申し出ると高額な違
約金を請求されることもあります。
　必ず書面で説明を求め、内容を十
分理解した上で契約しましょう。

■問県消費生活センター
☎087－833－0999
西讃県民センター　☎25－5135

福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30

日　程 場　　所時　間

高瀬町公民館（さくらの会）

13:30～15:00 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

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　

4日（金）
28日（月）

■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３３月の保健・相談

賛助会員に登録しませんか

１月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数29件（２）死者数２人（２）負傷者数34人（５）

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、禁煙などの相談

相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ
13:00～15:00
10:00～12:00
13:00～15:00

10:00～15:00

13:00～15:00
13:00～16:00

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

2日（水）

7日（月）

9日（水）

14日（月）
22日（火）
7日（月）

9日（水）

16日（水）
22日（火）

10：00～15：00

行政相談

人権相談

総務課　☎73－3000
または各支所

人権課　☎73－3008
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

13：30～16：00

13：00～16：00
（要予約）

9：00～17：00

職業相談

農事相談

就農相談

よろず三豊
サテライト 産業政策課　☎73－3013

農業委員会　☎73－3046

☎72－2501

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

22日（火）

7日（月）

2日（水）
16日（水）
30日（水）

16日（水）

～

31日（木）

かかかかかかかかかかかかかかか り
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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
三野町保健センター
仁尾庁舎　
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（木）
9日（水）
11日（金）
14日（月）
15日（火）
17日（木）
23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

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）

※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
多田医院
小山医院
　久保歯科クリニック
西香川病院
辻整形外科医院
　大西ただし歯科クリニック
池田外科医院
たしろ医院
　小川歯科医院
橋本病院
石川医院
細川病院
おざきこどもクリニック
　まきの歯科医院

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

83－2121
25－2354
52－2009
72－5121
57－1100
57－5095
62－3151
25－8413
54－5118
63－3311
54－5511
83－2211
24－6789
23－2848

6日（日）

13日（日）

20日（日）

21日（月）

27日（日）

参加者
募集

※中小企業・小規模事業者の経営相談（知的財産技術相談も、よろず三豊サテライトで受け付けます）

地域包括支援センター　☎73－3017遊ビリテーション

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

日　程 場　　所時　間
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（豊中町）
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

3日（木）

8日（火）

14日（月）

16日（水）

18日（金）
22日（火）

誰でも参加できる転倒予防のための体操教室

■時 4月17日（日）
午前10時～午後1時

■場 豊中町保健センター
■数先着50人（要予約）
■料会員　1,000円
一般　2,000円
（平成28年度賛助会費込み）
■持エプロン

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市国際交流協会　☎56－5121

※　　　　　は、栄養相談（要予約）を兼ねています

イタリア出身の講師と作ろう！

イタリア料理教室　

（１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）

社会福祉協議会へ

菅原　順三
山崎　　豪

財田町
財田町

　三豊総合病院では、救急医療を守るため、4月1日（金）午後５時から
来院方法にかかわらず、緊急性の低い患者さんから時間外特別料金をい
ただきます。
■対■象■時■間平日夜間（午後５時～翌朝８時15分）
　　　土・日・祝日および12月29日～１月３日（終日）

■負■担■額診療費＋５，400円（税込み）
■対■象■外緊急な診療（手術や処置）が必要な人、15歳未満の人など
▶問い合わせ　三豊総合病院  医事課　☎52－3366㈹

三豊総合病院の時間外受診料金が変わります

　春らしいチョ
ウの形をしたパ
スタと、きのこ
と鶏肉を使った
料理を作ってみ
ませんか。

　国際交流イベントに参加して、外
国人と触れ合ったり、語学や文化、
料理などを学びましょう。

賛助会員に登録すると…

①イベント参加費がお得！
②語学講座がお得！
③各種イベントの情報を、いち早
　くゲット！
●年会費（毎年度更新）
　個人会員　1口　　1,000 円
　団体会員　1口　 10,000 円
●会員期間
　会費納入の日から、その年の３月
31日まで有効です。
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