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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

「青年国際交流事業」参加者募集
　内閣府では、平成 29 年度に実施
する青年国際交流事業（国際青年
育成交流事業 / 日本・韓国青年親
善交流事業 /「東南アジア青年の船」
事業 / 次世代グローバルリーダー
事業「シップ・フォー・ワールド・
ユース・リーダーズ」/ 地域課題対
応人材育成事業「地域コアリーダー
プログラム」）の参加青年を募集し
ています。
■申■問内閣府青年国際交流担当室
　☎03－6257－1434
　ＨＰ「青年国際交流事業」で検索
　県政策部男女参画・県民活動課
　☎087－832－3207

「就農実践研修」受講者募集

■研■修■期■間４月～平成30年３月

■場県立農業大学校
■受３月10日（金）まで
■内野菜、花き、果樹コースから選択
■対Ｕターン就農希望者、定年帰農者
など

■申■問県立農業大学校
　☎0877－75－1141
　ＨＰ 「香川農大」で検索

「荘内半島 港と夕日コンテスト」
応募作品募集
　荘内半島の魅力を写真や絵画を通
して伝えるため、コンテストを実施し
ます。
■テ荘内半島の港・夕日
■応■募■方■法 作品と応募用紙を事務局
に提出

■受３月15日（水）まで
■問ＮＰＯ法人まちづくり推進隊詫間
☎83－3639

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時３月13日（月）　午後２時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時３月22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

不動産鑑定無料相談会

■時 4月7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事務局
☎087－822－8785

かがわ産業支援財団セミナー、
出張相談（要予約）

■時 3月8日（水）
午後１時30分～３時30分
出張相談は午前10時～午後４時

■場危機管理センター
■内地理的表示法と地域団体商標
■数セミナー　30人程度
出張相談　５件程度

■申■問かがわ産業支援財団
　☎087－867－9332

さぬき若者サポートステーション
出張相談

■時３月 ６日（月）詫間勤労会館
　　22日（水）豊中町農村環境
　　　　　　改善センター
午前10時～午後４時

■内就職支援相談ほか
■対15歳からおおむね39歳までの人
またはその家族

■問さぬき若者サポートステーション
☎0877－58－1080

　　

三豊総合病院3月健康教室（要予約）
【食べて治して、
　　ハッピーライフ（調理実習）】
■時 3月10日（金）午前10時～正午
■料 600円
【腎臓病教室】
■時 3月16日（木）午後3時30分～5時
【夜間糖尿病教室】
■時 3月9日（木）午後６時～７時
■申■問三豊総合病院企業団
　☎52－2726

三豊市防災講演

■時 3月11日（土）午後１時30分～
■場市民交流センター
■講高知大学　松岡裕美准教授
■テ南海地震に備える
■問危機管理課　☎73－3119
山本町公民館 生涯学習講座

【家庭の整理収納＆お掃除セミナー】
■時 3月11日（土）
午前10時～11時30分

■場山本町生涯学習センター
■講道久礼子先生
■申■問山本町公民館　☎63－1041
市総合体育館3月健康大学（要予約）

【正しいトレーニング方法を学ぼう】
■時 3月19日（日）
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
注意点やポイントの紹介

【健康実践教室】
■時 3月19日（日）
午前10時30分～11時30分
■内体力測定、体組成器測定をもとに
したトレーニングの指導

■数 10人
■料200円
【バランスボール講座】
■時 3月12日（日）午前11時～正午
■料200円
【健康相談と運動処方】
■時 3月12日（日）、25日（土）
午前９時～10時30分
３月３日（金）、17日（金）
午後０時30分～２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
香川大学サテライトセミナー
【消費者問題について経済学で考える】
■時 3月23日（木）午後６時30分～８時
■場豊中町農村環境改善センター
■問香川大学事務局
☎087－832－1368

香川高専公開講座（要申込）
【ウォーキングライトを作ろう！】
■時 3月26日（日）　午前10時～正午
■場香川高専詫間キャンパス
■対小学校高学年から中学生
■内簡単な電子回路を搭載したロボッ
トカーを作製

■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83－8507

介護福祉士
実務者養成研修（通信制）

■時 4月1日（土）～9月30日（土）
※3年まで在籍可能

■受 3月31日（金）まで
■料２万円～18万円　※取得済みの
資格によって違います。

■注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

押し花教室無料体験会

■時 3月21日（火）午前10時～正午
■場高瀬町農村環境改善センター
■数 15人
■申■問ふしぎな花俱楽部
　☎0877－75－2476

保存切れの雑誌無料提供会

■時 3月18日（土）、19日（日）
午前10時～午後5時
※無くなり次第、終了

■場詫間町図書館
■問詫間町図書館　☎83－6828
2017こんぴらウォーク
■時４月９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15km）

■料無料（帰路の交通費は各自負担）
■主市スポーツ推進委員会
■注けがなどの場合、応急処置は行
いますが、その他の責任は負い
ません。

■受３月24日（金）まで
■申■問生涯学習課　☎73－3135

■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

MARCH
月のお知らせ3

相談

自衛自衛衛自衛自衛自衛官官

青「青「青「青青年年年

「「「就就農就農農就就

■■■■■

精神精神精神神精神精神保
【思

さぬさぬさぬさぬさぬききき
出張出張出張出張張出張相相相

かがかがかがかがかがかがわわ
出張出張出張出張出張相相相

不動不動不動動不動不 産

■■■■

「荘「荘「荘「荘荘内半内内内
応募応募応募応募応募作作作

三豊三豊三豊三豊三豊総総
【食【

三豊三豊三豊豊三豊三 市

山本山本山本本山本山 町

市総市総市総総市総市総合合

押し押し押しし押押 花

■

保存保存保存存保存保 切

香川香川香川香川香川香 大大
【消

香川香川香川香川香川高高
【ウ

■
202020202011
■■■■

介護介護介護介護介護福福
実務実務実務実務実務者者者

募集

イベント

■料  一般500円、学生100円　
※当日ロビーにて

■時  ３月10日（金）開演　午後７時
二胡コンサート

■出■演  二　胡：渡邊陽子
　ピアノ：松浦美恵

昭和ノスタルジアコンサート
■時  ４月16日（日）
開場　午後１時30分 
開演　午後２時

■料  【全席自由席】
一般前売り　2,000円
　　　　当日　2,500円
子ども前売り　　800円
　　　　当日　1,000円
※未就学児無料

受付期限

4月7日（金）

5月5日（金）

4月21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
予備自衛官補

（一般・技能公募）

シルバー人材センター
仁尾連絡所が移転しました

■移■転■■場■所　三野庁舎内
　（三野町下高瀬568番地2）
■電■話■番■号　56－2620
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四国職業能力開発大学校
オープンキャンパス
■時３月18日（土）
午後１時～午後３時

■場四国職業能力開発大学校
■対高校1年生・2年生と保護者
■問四国職業能力開発大学校
学務課　☎0877－24－6255

第41回全国育樹祭記念行事
満濃池森林公園
第6回生き物写真展
■時３月17日（金）～４月23日（日）
午前 9時～午後 5時

■場県満濃池森林公園
■問県満濃池森林公園管理事務所　
☎0877－57－6520

マーガレットの苗を配布します
　市の花マーガレットを身近に感
じ、親しんでもらうために苗を配
布します。

■時３月14日（火）午前９時～
※なくなり次第、終了

■場市役所および各支所
■配■布■数１人１株
■問総務課　☎73－3000
青色申告を始めましょう
　政府の農林水産業・地域の活力
創造本部において、青色申告を行
っている農業者を対象とした収入
保険制度の導入が決定されまし
た。青色申告は、自分の経営を客
観的につかむための重要なツール
です。税制上のメリットもありま
すので、取り組んでみましょう。
　新たに青色申告を始めるために
は、個人の場合、3月15日までに
最寄りの税務署に「青色申告承認
申請書」を提出する必要がありま
す。この申請を行えば、平成29年
分の所得から、青色申告を行うこ
とができます（申告時期は平成30
年２月～３月）。
■問中国四国農政局香川支局地方参

■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

1月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数17件（-12）死者数０人（０）負傷者数21人（-16）
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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　　　

事官ホットライン　
☎087－831－8151

ご存じですか？検察審査会
　交通事故・詐欺などの犯罪の被
害にあったが、検察官がその被疑
者を起訴（裁判にかけること）し
てくれない。どうも納得できな
い。このような不満をお持ちの人
は検察審査会にご相談ください。
相談や審査の申し立ては無料で、
秘密は固く守られます。
　検察審査会は、選挙権を有する
国民の中から「くじ」で選ばれた
11人の検察審査員により、検察官
が被疑者を裁判にかけなかったこ
との善しあしを審査します。
■問丸亀検察審査会事務局　
☎0877－23－5281

　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）■時３月12日（日）　午後１時～

■場観音寺グランドホテル
■内基調講演１「災害に対して我々の
出来る事」～熊本地震の現場で起
きていたこと～
基調講演２ ＪＭＡＴ（ジェイマット）って何？
～熊本地震での実際～

■問一般社団法人 三豊・観音寺市医師会　☎25－2231

社会福祉協議会へ

（1月受付分）心温まる贈りもの

火葬場の休場日（４月）
■時４月５日（水）、20日（木）
■問環境衛生課　☎73－3007

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　

3日（金）
27日（月）

人間関係の悩みやうつ病などの心の病気、障がい福祉サービスの相談

新 延 和 敏

畑中キヨヱ

一 藁 博 雄

三野町

三野町

豊中町

前 田 昭 文

金 森 正 則

財田町

財田町

外国語講座４月期  受講生募集
　毎週楽しく、外国人講師と学びません
か？ まずは見学して、自分にぴったりの
クラスを見つけましょう！

■ク■ラ■ス入門～中級
■期■間４月中旬～７月（各クラス全12回）
■曜■日月、水、木、金、土
　（曜日や時間はクラスによって
　　異なります）

■料一般16,600円、会員15,600円
■申■問市国際交流協会　☎56－5121

　

■外■国■■語■■講■師

（スペイン語・英語）
ナチョ・ブラスコ先生

（フランス語）
ルセーフ・オリビエ先生

（英語）
ローラ・プレイステッド先生

（英語）
キャット・ブララ先生

（韓国語）
金　銀敬先生

（中国語）
中山　智絵先生

（中国語）
王　長紅先生

（英語）
ギャレス・コフン先生

（韓国語）
鄭　恵敬先生

ご存ご存ご存ご存存ご じ

三豊市・観音寺市 市民災害フォーラム
そのとき何をすべきか　　　　

福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30 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）

日　程 場　　所時　間
 2日（木）
9日（木）
16日（木）
28日（火）

日　程 医療機関名 電話番号市町名
橋本病院
松井病院
　あらき歯科クリニック
多田医院
富田内科医院
　森川歯科医院
森クリニック
小林整形外科医院
　かもだ歯科医院
しのはら医院
クリニック池田
平林医院
河田病院
　久保歯科医院

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

63－3311
23－2111
23－4182
83－2121
24－0180
63－2968
72－1567
25－7311
23－3020
56－7222
23－1500
83－2221
25－3668
62－2221

5日（日）

12日（日）

19日（日）

20日（月）

26日（日）

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

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）
三豊市役所
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
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

6日（月）
9日（木）
10日（金）
14日（火）
15日（水）
16日（木）
22日（水）

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

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
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
仁尾町文化会館
二ノ宮農業構造改善センター

2日（木）

13日（月）

15日（水）

17日（金）

28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

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
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
市民センター仁尾（仁尾庁舎）
高瀬町公民館

9：30～11：00

2日（木）
8日（水）
10日（金）
13日（月）
16日（木）
21日（火）
22日（水）

相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ
13:00～15:00
10:00～15:00
13:00～15:00
10:00～12:00
10:00～15:00
13:00～15:00
13:00～16:00

三野町社会福祉センター
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
財田庁舎
豊中庁舎
山本庁舎
詫間福祉センター
三豊市役所西館
豊中庁舎
詫間福祉センター
三野町社会福祉センター
市民センター仁尾（仁尾庁舎）

1日（水）

6日（月）

8日（水）
13日（月）
21日（火）
6日（月）

8日（水）

15日（水）
21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

危機管理センター
中小企業などの経営相談

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

☎72－2501

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

21日（火）

7日（火）

8日（水）
22日（水）

16日（木）

～

31日（金）
よろず三豊
サテライト

■言■語英会話・スペイン語・フランス語・韓国語・中国語
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