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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62年４月２日から平成８年４
月１日までに生まれた人

■受４月12日（水）まで
■申■問三豊警察署　☎72－0110
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／日系社会シ
ニアボランティア（満40～69歳）
※いずれも日本国籍を持つ人

■受 5月10日（水）まで（ウェブ応募）

■問ＪＩＣＡ四国　☎087－821－8824
労働基準監督官募集（大学卒業程度）

■対昭和62年４月２日から平成８年４
月１日までに生まれた人、または

平成８年４月２日以降生まれの人
で次に該当する人
①大学を卒業した人および平成
　30年までに大学を卒業する見
　込みの人
②人事院が①に該当する人と同等
　の資格があると認める人

■受 4月12日（水）まで
詳しくは「労働基準監督官採用試
験」で検索

■問香川労働局　☎087－811－8915
平成29年度手話奉仕員養成講座
「入門編」受講者募集

■対義務教育を修了している人で、講
座および手話サークル体験に参加
できる人

■数 40人
■注受講料は無料。テキスト代および
補助教材費は実費。詳しくは下記
へ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

　
精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時 4月10日（月）　午後２時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時 4月27日（木） 　午後4時20分～
■場西讃保健福祉事務所
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

「看護の心普及事業」健康相談
■時 4月22日（土）午後2時～4時
■場ゆめタウン三豊
■内健康相談のほか血圧測定、血管
年齢測定、基礎代謝測定など

■主県看護協会第7支部
■問三豊総合病院
☎52－3366（細川）

遺言・相続に関する無料法律相談
■時 4月13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 4月10日（月）まで ※完全予約制
■申■問香川県弁護士会
　☎087－822－3693（予約電話番号）

女性のための簡単運動講座
【美・ピラティス】（全12回）
■時 5月9日～7月25日（毎週火曜日）
午後６時30分～７時30分

■場みとよ未来創造館（旧高瀬町農
村環境改善センター）

■対 運動習慣をつけたい、おおむね
40歳～64歳の女性（過去に受講
した人を除く）

■数 30人
■受 4月13日（木）午前8時30分～
※定員になり次第受付を終了

■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
【ヒトの体をつくるタンパク質（全 2回）】
■時 4月27日（木）、5月25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

　　三豊総合病院4月健康教室（要予約）
【男性の調理実習】
■時４月５日（水）
午前10時～午後０時30分

【夜間糖尿病教室】
■時 4月13日（木）午後６時～７時
【腎臓病教室】
■時 4月20日（木）
午後３時30分～４時30分

【肝臓病教室】
■時 4月27日（木）午後２時～４時
※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　☎52－3366

視覚障がい者のためのパソコン
ボランティア養成講習会（全3回）
■時５月８日（月）、10日（水）
午後１時30分～４時30分
5月11日（木）午前10時～午後４時

■場県視覚障害者福祉センター
■対基本的なパソコン用語を理解し、
操作ができる人

■受４月21日（金）まで
■申■問県視覚障害者福祉センター
　☎087－812－5563

市総合体育館4月健康教室（要予約）
【正しいトレーニング方法を学ぼう】
■時４月23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
注意点やポイントを紹介

【健康実践教室】
■時４月23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
【健康相談と運動処方】
■時 4月1日（土）、15日（土）、23(日）の
午前9時～10時30分
4月12日（水）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
【三豊健康大学】
■時 4月16日（日）、30日（日）
午前10時30分～11時30分
■内骨盤、脊髄の歪みを改善し、体
のバランスを整える運動
■数 10人
■料200円
■申■問市総合体育館　☎72－1500
緑のカーテン育成講習会
■時４月21日（金）午後１時30分～

■場豊中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の
紹介や実技講習など

■数 30人
■受４月20日（木）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3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14日（日）
午前10時～午後４時30分

■場マリンウェーブ
■内認知症に関する講演のほか、落
語、マルシェ、イベントなど

■問西香川病院　☎72－5121
三豊総合病院まつり

■時５月14日（日）
午前９時30分～午後２時

■場三豊総合病院
■料医療・健康に関する講演、体験企
画、スタンプラリー、バザーなど

■問三豊総合病院　☎52－3366
高瀬町図書館リサイクル市
■時４月21日（金）、22日（土）
午前９時30分～午後４時
※無くなり次第終了します。

■問高瀬町図書館　☎72－5631

■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
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募集

イベント

■料  【全席自由席】
一般前売り3,500円、当日4,000円　

■料  一般　500円
学生　100円
※当日ロビーにて

■時  ６月９日（金）
開場 午後６時
開演 午後６時30分

■時  ４月12日（水）開演　午後７時

岡林信康　弾き語りライブ2017
おやじバンドライブ！京極テリーズ

市役所で使用する封筒の
広告募集

■出■演  岡林信康 ■出■演  京極テリーズ

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

映画　オケ老人！
■時  ４月22日（土）
①午前10時30分～
②午後1時～

■料  一般前売り　1,300円
　　　当日　1,500円
高校生以下
　　前売り　　800円
　　　当日　1,000円
60歳以上　いつでも1,000円

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）

■申■問  市民課　☎73－3005

　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。

申し込み期限
　４月14日（金）
　午後５時まで

詳しくは、JICAウェブ応募で検索



宝くじの助成金で
整備しました

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

５月１日 （月）
口座振替日および納期限
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第82回香川県美術展覧会
開催要項配布のお知らせ
　開催要項や出品申込書は、市内
の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

四国デスティネーション
キャンペーン開幕
　４月１日から３カ月間、ＪＲグループ
６社（北海道・東日本・東海・西日
本・四国・九州）の協力により、全国
で四国の観光ＰＲや誘客を行う「四
国デスティネーションキャンペーン」
が開幕します。
　期間中は全国から大勢の観光客が
四国に訪れます。四国を楽しんでもら

えるよう、「おもてなし」のご協力をお
願いします。
■問四国ツーリズム創造機構　
　☎087－813－0432

ふるさとの自然を守る団体を
応援します
リフレッシュ「香の川」・「さぬき瀬戸」
パートナーシップ事業活動団体募集
　県では、ふるさと香川の美しい
川や海を守るため、地域の河川や
海岸の清掃など、環
境美化や保全活動を
担う団体に対し、清
掃用具を配布するな
どの活動支援を行っ
ています。
　自治会、企業、学校、地域団体
などが対象です。詳しくは下記ま
でお問い合わせください。
■申■問県河川砂防課
　☎087-832-3536

■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

２月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数23件（６）死者数１人（１）負傷者数25人（４）

第第8第8第8第8第822回2
開催開催開催開催開催要要
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火葬場の休場日（５月）
■時５月12日（金）、24日（水）
■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
詫間福祉センター
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

改善センター　　）
14日（金）
24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

　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）

　宝くじの助成金を受けて、山本
町の砂川自治会と、詫間町の名部
戸自治会が獅
子舞道具を整
備しました。

　４月１日から、地域の保健・医療・介護の拠点である医師会と
准看護学院が豊中庁舎へ移転します。
４月１日から、地域の保健・医療・介護の拠点である医師会と

准看護学院が豊中庁舎へ移転します。
豊中庁舎　
２階西側　一般社団法人　三豊・観音寺市医師会
　　　　　☎62－2211
１階　　　三豊准看護学院
　　　　　☎62－4100

社会福祉協議会へ

（２月受付分）
心温まる贈りもの

税務課からのお知らせ

細 川 幸 子 山本町

三豊市へ
生活協同組合コープかがわ

中学生海外派遣研修

外国人のための「日本語講座」

　海外の姉妹・友好都市に中学生を派遣し
ます。海外の文化に触れられる機会です。
ぜひ、ご参加ください。
　●アメリカコース：8月中旬　 8 泊10日
　●韓国コース：8月下旬　 4 泊 5日
■数各コース10人
■対市内の中学校に通っている、または市内
に住んでいる中学生

■時４月９日～毎週日曜日　午後２時～４時（休講日あり）
■場三豊市役所 西館
■対市内および近隣に住む外国人
■料無料

福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30 豊中町保健センター（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
5日（水）
12日（水）
19日（水）
25日（火）

※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
そがわ医院
業天医院
　まきの歯科医院
みずた内科
国土外科医院
　篠丸歯科医院
池田外科医院
おざきこどもクリニック
　中島歯科医院
大西医院
もりの木おおにしクリニック
　はまだ歯科・矯正クリニック
小野医院
かもだ内科クリニック
安藤内科医院
クニタクリニック
　まきの歯科医院

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

62－2357
52－3636
23－2848
83－7218
25－0290
72－3788
62－3151
24－6789
25－3069
63－2081
25－3291
62－3500
83－8181
23－4976
72－5018
25－1577
23－2848

2日（日）

9日（日）

16日（日）

23日（日）

29日（土）

30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

3日（月）
10日（月）
11日（火）
13日（木）
19日（水）
20日（木）
26日（水）

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

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
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

改善センター　　 ）
市民交流センター
二ノ宮農業構造改善センター
マリンウェーブ
三野町保健センター
仁尾町文化会館

6日（木）

10日（月）
17日（月）
18日（火）
19日（水）

21日（金）

地域包括支援センター　☎73－3017
みとよ元気運動塾
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
市民センター仁尾
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

改善センター　　 ）

9：30～11：00

6日（木）
12日（水）
14日（金）
17日（月）
18日（火）
20日（木）
26日（水）

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

13:00～15:00

10:00～12:00
13:00～15:00
10:00～15:00

13:00～15:00

市民センター仁尾（仁尾庁舎）
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

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
豊中庁舎
詫間福祉センター
粟島開発総合センター
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

改善センター　　）
山本町農村環境改善センター
豊中庁舎
詫間福祉センター
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）

3日（月）

5日（水）

10日（月）

12日（水）

19日（水）
3日（月）
5日（水）

12日（水）

19日（水）
20日（木）

10:00～13:00

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

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

ふれあいプラザにお
☎82－2607

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

10日（月）

7日（金）

5日（水）
19日（水）

17日（月）

～

28日（金）
よろず三豊
サテライト

研修生
募集

随時
募集中

■問  総務課　☎73－3000

■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。

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。

☆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。

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市国際交流協会　☎56－5121

移転場所

※豊中支所、まちづくり推進隊、社会福祉協議会、
　シルバー人材センター、ファミサポは変わりありません。

三豊・観音寺市医師会と三豊准看護学院が移転します

砂川自治会▶
▼名部戸自治会
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