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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

警察官募集（大学卒業程度）

■対昭和61年４月２日から平成７年
４月１日までに生まれた人

■受４月12日（火）まで
■問三豊警察署　☎72－0110
平成28年度手話奉仕員養成講座
受講者募集

　手話通訳者および手話奉仕員養
成講座を開催します。奉仕員養成は
入門編（全22回）と基礎編（全25回）
があります。詳しくはお問い合わせ
ください。
■申■問県聴覚障害者福祉センター　
　☎087－868－9200

県後期高齢者医療広域連合懇話会
公募委員募集

　後期高齢者医療制度の施行およ
び運営に関し、被保険者の代表者
の一人として、意見を述べていた
だく懇話会の委員を募集します。

■対県内在住で、平成28年４月１日現
在で満75歳以上の人　

■数２人
■受５月16日（月）まで
■申■問県後期高齢者医療広域連合
　☎087－811－1866

JICAボランティア募集

■対青年海外協力隊／日系社会青年
ボランティア（満20～39歳）、シニ
ア海外ボランティア（満40～69
歳）※いずれも日本国籍を持つ人

■受５月９日（月）まで
■申■問 JICA四国
　☎087－821－8824

精神保健相談日

【思春期相談】（要予約）
■時４月11日（月）
午後２時～４時

【心の健康相談】（要予約）
■時４月27日（水）
午後１時45分～３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４月４日（月）詫間福祉センター
　　 11日（月）山本町保健センター

　　 28日（木）豊中町農村環境改善
　　　　　　　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

遺言・相続に関する無料相談（要予約）

■時４月14日（木）
午前10時～午後４時　

■場香川県弁護士会館（高松市）
■内面談による相談（1件30分以内）
■受予約は4月11日（月）まで
■申■問県弁護士会
　☎087－822－3693

憲法週間記念無料法律相談

■時４月27日（水）
高松：午前10時～午後4時
丸亀：午前10時～午後3時30分

■場高松：高松家庭・簡易裁判所
丸亀：高松地方裁判所丸亀支部

■内弁護士による面談での相談
（１件 30分程度）
■問県弁護士会　☎087－822－3693

　

三豊市民卓球教室

■時４月17日（日）
午前９時～午後４時

■場市総合体育館
■対市内に在住、在勤、通学する人
または市内の卓球クラブに属す
る人で、硬式またはラージボー
ルの初心者、中級者、上級者

■内サーブやレシーブ、練習方法な
どの講習会、練習試合

■料 300円（ただし、学生は無料）
■受４月８日（金）まで
■申参加申込書に記入の上、市社会
教育団体連絡協議会または各町
の卓球部長まで提出

■問市社会教育団体連絡協議会
☎56－6251

女性のための簡単運動講座
「美・ピラティス」
■時 5月12日～7月28日の毎週木曜日
（全12回）
午後1時30分～2時30分

■場高瀬町農村環境改善センター
■対運動習慣を身に付けたい、おお
むね40～60歳の女性で、全12
回全て参加できる人（平成24～
27年度の参加者を除く）

■講たくまシーマックスインストラ
クター　片山有佳氏

■数 30人（先着順）
■受４月７日（木）午前８時30分～
■持ヨガマット、水分補給の飲み物
■申■問健康課　☎73－3014
山本町公民館　生涯学習講座
【スターウォッチング
　　　　月と木星の観察】
■時４月16日（土）
午後７時30分～９時

■場山本ふれあい公園
■注小学生以下は保護者同伴
雨天や曇天時はビデオ学習

【グラスアート】
■時４月17日（日）午前10時～正午
■場山本町生涯学習センター

■料1,000円
■数 20人
■受 4月10日（日）まで
【気功と太極拳教室】
■時 5～11月（８月を除く）の原則第1
金曜日（全６回）
午後１時30分～３時

■場山本町農村環境改善センター
■講近井昭博氏
■数 60人程度
■持ヨガマットまたはバスタオル、
水分補給の飲み物

■申■問山本町公民館　☎63－1041

市総合体育館4月健康教室（要予約）

【健康相談と運動処方】
■時４月２日（土）、23日（土）の
午前９時～10時30分、
５日（火）午後５時～６時30分、
15日（金）午後４時～５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
【正しいトレーニング方法を学ぼう！】
■時４月23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
■料200円
■申■問市総合体育館 　☎72－1500

三豊総合病院4月の健康教室

【腎臓病教室】
■時４月21日(木)　
午後３時30分～５時

【夜間糖尿病教室】
■時４月14日（木）　
午後６時～７時30分

【肝臓病教室】
■時４月28日(木)　午後２時～４時
【男性の調理実習】
■時４月６日（水）　
午前10時～12時30分

※各教室とも事前予約が必要
※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
緑のカーテン育成講習会

■時４月21日（木）午後１時30分～
■場高瀬町農村環境改善センター
■内緑のカーテンの効果や作り方を
紹介

■数 30人
■受４月20日（水）正午まで
■持動きやすい服装、軍手、スコップ
■申■問県環境政策課
　☎087－832－3209

第7回三豊発!!さぬき軽トラ市

■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
■問さぬき軽トラ市実行委員会　
☎73－3040

紫雲出山　桜ライトアップ

■時 4月15日（金）まで
※桜の開花状況により変更あり
■問市観光協会　☎56－5880
じんけんフェア2016 
　　　　　　in お城まつり
■時５月３日（火／祝）
午前９時30分～午後４時

■場丸亀市生涯学習センターおよび
丸亀市役所

■問丸亀市人権課　
☎0877－24－8811

■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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募集

県指定有形文化財　
本山寺鎮守堂の修理現場が公開されます

市役所で使用する封筒の広告募集
　市役所の窓口で使用する封筒の広告を募集します。
封筒は9月1日からの1年間、市民課や税務課、各支所の
窓口に設置します。
　掲載は、広告事業実施要綱および広告事業実施基準
などの規定に基づき審査します。
■受４月15日（金）午後５時まで
■申■問市民課　☎73－3005

■注事前申し込みは不要です。工事用の足場に登っ
ての見学となります。安全のため、足場上での
写真撮影はご遠慮ください。また、できる限り
公共の交通機関をご利用ください。

おやじバンドライブ! 京極テリーズ
■時  4月22日（金）
午後７時開演

■料  一般500円　
学生100円
当日ロビーにて

■出■演京極テリーズ

イベント

受付期限

5月6日（金）

4月22日（金）
随時

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

自衛官候補生

区　分

■問生涯学習課　☎73－3135

宝くじの助成金で整備しました 故　山下右作氏　寄贈展

　宝くじの助成金を受けて、
仁尾町の仁尾ノ上自治会が
獅子頭や長胴太鼓の他、獅
子舞道具を整備しました。

■問総務課　☎73－3000

■時  4月24日（日）まで
午前9時～午後5時

※月曜休館
■場宗吉かわらの里展示館
■料15～64歳は100円
■問宗吉かわらの里展示館　
☎56－2301

■時４月16日（土）
①午前10時～正午
②午後１時～３時

■場本山寺
■対小学生以上
（小学生は保護者同伴）

弥生土器

参加無料

　中世に建てられた本山寺鎮守堂は、約30年ぶり
に檜皮葺の屋根の葺き替え修理を行っています。
今しか見ることのできない文化財の姿と、伝統の
職人技を、ぜひご覧ください。

ひわだぶき
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受講生
募集

第2回 誰もが安心して暮らし続け
られるわが町（三豊市）づくりフェア

■時 5月22日（日）　
午前9時30分～午後4時30分

■場マリンウェーブ
■内認知症に関する講演、落語、屋
台、イベントなど

■問西香川病院　☎72－5121

サミット警備などにご協力ください

　日本で開催される主要国首脳会議
（サミット）に伴い、「G7香川・高松
情報通信大臣会合」が4月29日（金
／祝）と30日（土）に、高松市で開催
されます。
　過去のサミットでは、テロや暴動な
どの不法事案が発生したこともあり、
警察では開催期間の前後に警戒警備
を強化します。また、開催期間中は警
備のため、高松市中心部での交通混
雑が予想されます。
　警戒警備活動に対するご理解とご
協力をお願いします。
■問三豊警察署　☎72－0110
交通事故の被害に遭われた人へ

　自動車事故対策機構では、自動車
事故が原因で脳や脊髄、胸腹部臓器
を損傷し、在宅介護が必要な人に介
護料を支給しています。
　また、自動車事故が原因で保護者
を亡くしたり、保護者に重度の障がい
が残り生活が困窮したりしている子
どもに、義務教育終了まで、育成資
金の無利子貸し付けを行っています。

■問自動車事故対策機構高松主管支所
☎087－851－6963

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ
振り込め詐欺にご注意ください

　市職員などを装って電話をかけて
医療費や保険料を還付すると伝え、
ATM（現金自動預け払い機）からお
金を振り込ませようとする詐欺事件
が多発しています。
　広域連合や市の職員がATMの操
作をお願いすることは絶対にありま
せん。不審な電話があった場合は、
最寄りの警察署や県後期高齢者医
療広域連合（☎087－811－1866）、ま
たは健康課（☎73－3014）にご相談
ください。

第81回 香川県美術展覧会
開催要項配布のお知らせ

　市内では開催要項や出品申込書を
次の場所に置いています。
■場生涯学習課、各公民館、各図書館
■問県立ミュージアム 
☎087－822－0247

長寿手帳　交付のお知らせ

　栗林公園や県立
ミュージアムなど
指定された県内公
共施設に無料で入
場できる長寿手帳
を交付しています。
必要な人は申請してください。
■対県内在住の65歳以上の人
■交■付■■場■所福祉課または各支所
■持免許証など年齢を確認できるもの
■問福祉課　☎73－3015

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）

 7日（木）
14日（木）
21日（木）
26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
詫間福祉センター
高瀬町農村環境改善センター　

1日（金）
25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４4月の保健・相談

中学生海外派遣研修

２月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数27件（－２）死者数0人（－２）負傷者数37人（3）

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
10:00～15:00
13:00～15:00
13:00～15:00
10:00～12:00
13:00～15:00
13:00～16:00
10:00～15:00
9:30～14:00

市民センター仁尾（仁尾庁舎）
高瀬町農村環境改善センター
三野町社会福祉センター
財田庁舎
山本庁舎
詫間福祉センター
豊中庁舎
粟島開発総合センター
高瀬町農村環境改善センター
山本町農村環境改善センター
詫間福祉センター
豊中庁舎
財田庁舎
三野町社会福祉センター
市民センター仁尾（仁尾庁舎）

4日（月）

6日（水）

11日（月）

12日（火）
13日（水）
19日（火）
4日（月）
6日（水）

13日（水）

14日（木）

20日（水）

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 ふれあいプラザにお

危機管理センター
※対象地域は三野町、豊中町、詫間町、仁尾町

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

☎82－2607

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

11日（月）

14日（木）

6日（水）
20日（水）

18日（月）

～

28日（木）

サミサミサミサミサミサミサ ッッッ
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日　程 時　間 場　　所
詫間福祉センター
豊中町保健センター
山本町保健センター
三野町保健センター
市民センター仁尾（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

7日（木）
8日（金）
13日（水）
18日（月）
19日（火）
21日（木）
27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

市民センター仁尾（仁尾庁舎）
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
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

10:00～11:00

4日（月）
8日（金）
12日（火）
14日（木）
20日（水）
21日（木）
27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

今川内科医院
中央クリニック
　森川歯科医院
岩崎病院
渡辺ハートクリニック内科
　いその歯科クリニック
嶋田内科医院
羽崎病院
　久保歯科医院
山地外科医院
業天医院
　ごうだ歯科医院
森クリニック
西山整形外科医院
そがわ医院
かもだ内科クリニック
　篠丸歯科医院

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

62－2052
25－0755
63－2968
83－6011
23－2022
57－1550
73－5178
25－3382
62－2221
72－2577
52－3636
27－8199
72－1567
25－0107
62－2357
23－4976
72－3788

3日（日）

10日（日）

17日（日）

24日（日）

29日（金）

5月1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）

10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：00
10：00～11：30
13：30～14：30

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

7日（木）

11日（月）

15日（金）

19日（火）

20日（水）

地域包括支援センター　☎73－3017

みとよ元気運動塾（旧遊ビリテーション）
誰でも参加できる
転倒予防のための体操教室

■言■語英会話、スペイン語、フランス語、
　韓国語、中国語

■期■間 4～7月の週1回（各クラスとも
　全12回、場所や曜日はクラス
　によって異なります）

■料一般16,600円　会員15,600円

■時４月３日（日）～毎週日曜日
午後２時～４時（休講日あり）

■場高瀬町公民館
■対市内および近隣に住む外国人

■ア■メ■リ■カ■コ■ー■ス
８月中旬　８泊10日

■韓■国■コ■ー■ス
８月下旬　５泊６日

■数各コース10人
■補■助■金研修経費の40%を補助します。

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市国際交流協会　☎56－5121

外国語講座4月期

随時
募集中

外国人のための
　　「日本語講座」

（２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

香川　光男
川人　恭子
播本　明美

高瀬町
豊中町
琴平町

　海外の姉妹・友好都市に派遣す
る中学生を募集します。皆さん、世
界に飛び出してみませんか。

☆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、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。

税務課からのお知らせ

５月２日（月）

４月は、 固 定 資 産 税
　　　　（全期前納および第１期分）の納付月です。

口座振替日および納期限

■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。

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼
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