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三観広域行政組合消防職員募集

■対平成４年４月２日～平成11年４月
１日に生まれた人（居住圏域の制
限および身体などの基準あり）

■数３人程度
■受８月１日（月）～17日（水）
試験日　９月18日（日）

■申■問消防本部総務課　☎23－3970
自衛官（特別職国家公務員）採用案内

　

　
■問自衛隊観音寺地域事務所
☎25－6122

刑務官採用試験
■対①刑務A、刑務A（武道）、刑務B、
刑務B（武道）
昭和62年4月2日～
平成11年4月1日生まれの人
②刑務A（社会人）、刑務B（社会人）
昭和51年４月２日～
昭和62年４月１日生まれの人

※①、②ともに、Aは男子、Bは女子
に限る。
■受インターネット　７月19日（火）～
７月28日（木）　※受信有効

郵送・持参　　７月19日（火）～
７月21日（木）　※通信日付有効

■申■問高松矯正管区職員課　
　☎087－822－4469

瀬戸内国際芸術祭粟島会場ボラン
ティアスタッフ「海ほたる隊」募集
　粟島で開催される、秋の瀬戸内国
際芸術祭をお手伝い頂けませんか？
■内作品展示場所の清掃や作品制作
のサポート、会場誘導やアート管
理など。

■申■問産業政策課　☎73－3013

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時７月11日（月）午後２時～
【心の健康相談】（要予約）
■時 7月27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

住まいの耐震化の無料相談会

■時７月27日（水）　※要予約
午前10時～午後４時

■場危機管理センター
■対昭和56年５月以前に建てられた
住宅（借家を含む）にお住まいの人

■内耐震化についての相談のほか、

補助金手続きの説明や受付も行
います。

■申■問県住宅課　☎087－832－3584
「司法書士の日」記念無料相談会

■時８月７日（日）
午前10時～午後３時

■場丸亀市民会館
■内相続、名義変更などの登記相談
や金銭トラブルなどの法律相談、
成年後見制度などの相談。予約
不要。

■問香川県司法書士会　
☎087－821－5701

さぬき若者サポートステーション
の出張相談

■時７月４日（月）詫間福祉センター　
　　27日（水）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

詫間町民俗資料館・考古館
夏休み親子体験講座
「大根鉄砲を作って的あてをしよう」

■時７月16日（土）午前９時～11時
■場詫間町考古館
■対小学生まで（保護者同伴）
■数 20人
■料100円（保険料を含む）
「おかし作り」と「石臼体験」

■時７月16日（土）
午後１時30分～４時

■場詫間町考古館
■対中学生まで（小学生低学年以下は
保護者同伴）

■数 20人
■料 200円（保険料を含む）
「埋もれた石や土からのメッセージ」

■時７月24日（日）
午後1時30分～3時30分

■場詫間町考古館
■内出土品の説明・ミニ土器づくり
■対小学生以上
■数 15人
■料200円（保険料・材料代を含む）
「手打ちうどん教室」と「石臼体験」

■時７月30日（土）午前9時～午後1時
■場詫間町考古館
■数 20人
■対どなたでも（小学生低学年以下は
保護者同伴）

■料200円（保険料・材料代含む）
「民具写生会」

■時７月30日（土）午後２時30分～
■場詫間町考古館
■内民具の説明を聞き、気に入った民
具を写生

■対小学生まで（小学生以下保護者
同伴）

「古代人と星・星座」

■時７月15日（金）午後7時30分～9時

■場詫間町考古館
■内夏の大三角、春の大曲線の観察
■申■問詫間町民俗資料館・考古館
　☎83－6858

みとよ創業塾（要予約）

■時８月２日（火）、４日（木）、９日
（火）、16日（火）、18日（木）、23日
（火）、25日（木）
午後7時～９時。ただし、25日
（木）は午後６時～９時
■場市商工会本所（インパルみの）
■対三豊市で創業を考えている人、
創業後５年未満の人

■数 20人（要申し込み）
■申■問市商工会　☎72－3123
市総合体育館7月健康大学（要予約）

【正しいトレーニング方法を学ぼう】
■時７月16日（土）
午前10時30分～11時30分

■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　清水幸一先生
【健康相談と運動処方】
■時７月２日（土）、16日（土）、21日（木）
午前９時～10時30分
７月５日（火）午後5時30分～7時

■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
■申■問市総合体育館　☎72－1500

女性のための運動講座
「美・ピラティス」（夜間）

■時８月10日～10月26日の毎水曜日
午後６時30分～７時30分

■場高瀬町農村環境改善センター

■講たくまシーマックス
インストラクター　矢野ゆかり先生

■対運動習慣をつけたいおおむね40
歳～64歳の女性で、12回継続参
加できる人（過去の参加者は除き
ます）

■数 30人（先着順）
■受７月11日（月）午前８時30分から
定員になり次第締め切ります。

■持ヨガマット、飲み物
■申■問健康課　☎73－3014
香川大学サテライトセミナー
「オリーブの健康機能と化粧品利用」
■時７月７日（木）
午後６時30分～８時

■場豊中町農村環境改善センター
■講農学部　岡﨑勝一郎　教授
■内オリーブオイルの持つ効果と、ヒ
ドロキシチロソールの美白効果に
ついて実験結果も紹介します。

■問香川大学　☎087－832－1359
香川大学公開セミナー
「基礎から学ぶマネー講座」
■時７月５日（火）、19日（火）
午前10時30分～正午

■場豊中町農村環境改善センター
■問香川大学生涯学習教育研究センター
☎087－832－1273

介護福祉士実務者養成研修
（通信制）

■時10月～平成29年３月
■受９月23日（金）まで
■料 21,000円～181,000円（取得資
格による）

■料教育訓練給付対象講座
■申■問四国学院大学専門学校
　　 0120－72－5192

■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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中村雅俊 CONCERT  TOUR 2016
"L-O-V-E" Acoustic Unit
■時  10月23日（日）
午後３時　開場
午後３時30分　開演

■料  【全席指定席】6,000円
7月9日（土）午前10時から
マリンウェーブで先行発売
開始！
7月12日（火）から一般発売
開始します。
※チケットは1人10枚まで
　購入できます。

■出■演  中村雅俊

応募締め切り
随時受付中

8月1日（月）
～9月8日（木）

自衛官候補生
一般曹候補生

区　分

海軍・航空自衛隊
航空学生
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笠田高校講習会
リフォーム講習会
■時８月27日（土）、28日（日）
午前９時～午後３時

■持リフォームしたい衣服、裁縫道具、
型紙、布など

■数 15人（先着順）
親子料理講習会
「地元の野菜でお菓子を作ろう」
■期８月27日（土）午前9時～午後3時
■数小学生とその保護者８組
■料１組につき材料費500円
■持エプロン、タオル
■受各講習会予約が必要
８月５日（金）午後4時45分まで

■申■問笠田高校　☎62－3345

第11回市長杯卓球大会（団体の部）

■時７月31日（日）午前９時開会
■場市総合体育館
■対市内に居住する人、または市内
の学校、企業、卓球クラブに所
属する人

■種■目公式の部、ラージの部
　※ラージの部は原則50歳以上

■料１チーム1,000円
■受７月21日（木）まで
■問市体育協会卓球部　嶋田　章
　090－7622－9000

企画展「讃岐国府跡を探る⑦」
■時７月９日（土）～31日（日）
午前 9時～午後 5時
月曜休館。18日（月・祝）は開館、
19日（火）休館

■場宗吉かわらの里展示館
■内讃岐国府の中心建物がどのような
ものだったか、出土遺物とパネル
で紹介します。

■料15～64歳は100円
■問宗吉かわらの里展示館　
☎56－2301

福祉フェスタ2016（視覚障がい）
■時８月７日（日）午前10時～午後3時
■場県社会福祉総合センター
■内福祉用具展示会、各種相談会など
■問県視覚障害者福祉センター
☎087－812－5563

献血を実施します
■時７月３日（日）午前９時～午後３時
（正午～午後１時を除く）
■場本山寺（豊中町）
■主本山親和会
全国海難防止強調運動
７月16日（土）～31日（日）
　海へ出かける際は、発航前点検の
実施、見張りの徹底、最新の天気
の確認をし、無理のない計画を立て、
マリンレジャーを楽しみましょう。
●ライフジャケットの常時着用
●携帯電話などの連絡手段の確保
●救助要請は、１１８番
★帰港予定時刻を家族へ連絡
　万が一、事故が発生したときは、
海上保安庁「１１８番」に連絡し
てください。
■問坂出海上保安署
☎0877－46－5999

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）
8月4日（木）
7月26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　　

1日（金）
25日（月）
8月5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

　５月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数35件（７）死者数０人（－１）負傷者数43人（９）

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

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
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
市民センター仁尾（仁尾庁舎）
三野町社会福祉センター

4日（月）

6日（水）

11日（月）

12日（火）
13日（水）
4日（月）

13日（水）

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

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）

9：00～17：00
（要予約）

職業相談

農事相談

就農相談

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

19日（火）

7日（木）

6日（水）
20日（水）

19日（火）

～

29日（金）

笠笠田笠田笠田笠田田高高高
リフリフリフォ
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※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
永野内科医院
河田病院
　豊永歯科クリニック
多田医院
今滝医院
　はまだ歯科・矯正クリニック
みやしたファミリークリニック
もりの木おおにしクリニック
　ウキタ歯科医院
しのはら医院
香川井下病院
藤川医院
松井病院
　みやざき歯科医院
池田外科医院
冨士クリニック
　森歯科医院

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

74－6018
25－3668
25－9664
83－2121
27－6218
62－3500
73－4976
25－3291
23－3123
56－7222
52－2215
74－7977
23－2111
83－7222
62－3151
25－3692
25－2077

3日（日）

10日（日）

17日（日）

18日（月）

24日（日）

31日（日）

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

日　程 場　　所時　間
市民交流センター（豊中町）
高瀬町農村環境改善センター
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
三野町保健センター
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
二ノ宮地区農業構造改善センター

4日（月）

7日（木）

15日（金）

20日（水）

26日（火）

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
ための運動教室

☆市税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。
☆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。
☆納期限内に納めましょう。

8月1日（月）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▼

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）

日　程 時　間 場　　所
詫間福祉センター
三野町保健センター
市民センター仁尾（仁尾庁舎）
三豊市役所

9：30～11：00

7日（木）
11日（月）
19日（火）
27日（水）

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
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）
山本町保健センター
仁尾町文化会館
三野町保健センター

13：30～15：00

12日（火）
13日（水）
15日（金）
19日（火）
22日（金）
26日（火）
28日（木）

脳きらり教室 地域包括支援センター　☎73－3017
認知症予防と病気への理解を深めるための教室

イベント

よろず三豊
サテライト

■時８月３日（水）
午前７時20分～午後８時40分
マリンウェーブに集合

■内平和記念資料館の見学、お好み
焼き作り体験、宮島・厳島神社
見学など

■料一般　8,000円
会員・外国人住民　7,000円 
中高生　6,000円

■数 45人（要予約）
■受７月29日（金）まで

■時８月４日（木）
午前11時～午後２時

■場マリンウェーブ
■料一般　1,500円
会員・外国人住民　1,000円

■数 30人（要予約）
■受７月29日（金）まで
■持エプロン

　姉妹都市、米国
ウィスコンシン州
ワウパカ市の中高
生と一緒に「広島
見学ツアー」に参加しませんか。

　外国人の皆さんと
一緒に讃岐うどんを
作ってみませんか？

平和学習・広島見学ツアー

英語でうどん作り教室

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市国際交流協会　☎56－5121

　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

三豊市へ

曽保小学校・曽保幼稚園へ

仁尾中学校へ

辻　　安司
齋藤　恵子
氏家　秀子

山本町
山本町
三野町

綾　　洋介
大前　雅昭

三野町
財田町

荒木　明美　高瀬町

大平　卓矢　仁尾町

仁尾油絵同好会

高瀬町カラオケ同好会
詫間中学校生徒会

（５月受付分）心温まる贈りもの税務課からのお知らせ

の納付月です。

（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）

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

7月は、

※　　　　　は、健診結果相談会を兼ねています
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