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平成29年度税務職員採用試験
■対①平成29年4月1日時点で、高校
卒業後3年を経過していない人お
よび平成30年3月までに高校卒
業見込みの人
②人事院が①に準ずると認める人

インターネットで申し込む場合
■受 6月19日（月）午前9時～28日（水）
郵送または持参する場合
■受６月19日（月）～21日（水）
※21日までの通信日付印有効

■申■問観音寺税務署　☎25－2191
農業大学校就農準備研修２期生
（8月～11月）募集
■受 6月15日（木）まで
■数 20人程度
■申■問県立農業大学校
　☎0877－75－1141

第23回市体協会長杯高瀬オープン・
ラージボール卓球大会参加者募集
■時 6月25日（日）午前9時～
■場市総合体育館
■種団体戦
■対県内および近県に住んでいる人
■料１チーム3,000円
■受 6月16日（金）午後5時まで
■申■問市体育協会事務局
　☎56－6251

放送大学10月生募集
　放送大学は、ＢＳ放送（無料）やイ
ンターネットなどを利用して授業を行
う通信制の大学です。
■受 9月20日（水）まで
■申■問放送大学香川学習センター
　☎087－837－9877

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時 6月12日（月） 午後2時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時 6月15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

青年・成人の発達障がいに関する
相談会（要予約）
■時 6月13日（火）
午後1時30分～3時30分

■場市役所西館
■対16歳以上の本人または関係者
■内生活や仕事などの悩み相談
■申■問福祉課　☎73－3015
社会保険労務士による
出張年金相談
■時 6月14日（水）午前10時～午後3時
■場市役所西館
■時 6月27日（火）午前10時～午後3時

■場詫間福祉センター
■内年金相談や年金請求・各種手続
きの受け付け

■持年金手帳、相談者本人であるこ
とを確認できるもの。代理人の
場合は、委任状および代理人本
人であることを確認できるもの

■問街角の年金相談センター高松
（オフィス）　☎087－811－6020
市民課　☎73－3005

全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間
■時 6月26日（月）～7月2日（日）
午前８時30分～午後７時
土、日曜日は午前10時～午後５時

■相■談■員人権擁護委員、法務局職員
■相■談■電■話■番■号　　0120－007－110
■問高松法務局　☎087－815－5311
無料調停相談会
■時 6月25日（日）午前10時～午後3時
■場山本町保健センター
■内離婚、相続、金銭貸借、交通事故、
土地の境界についての相談

■問観音寺調停協会　☎25－3467

市食生活改善推進協議会主催
男性料理教室（全３回）
■時７月３日（月）、９月25日（月）、
12月４日（月）
午前９時30分～午後１時

■場豊中町保健センター

■対料理に関心のある男性
■内バランスの良い簡単な料理作り
■数 20人　■料１回につき100円
■受 6月12日（月）～20日（火）
■持エプロン、三角巾、筆記用具
■申■問健康課　☎73－3014
親子料理教室
旬の魚のさばき方教室
■時 7月25日（火）午前10時～
■場観音寺総合高校
■講同高校食物系列の3年生
■数小学生の親子10組（先着順）
■持エプロン、ハンドタオル
■受６月５日（月）午前９時～
■申■問港湾水産課　☎83－8806
古文書解読養成講座
■時６月～平成30年１月の第３木曜日
午後7時30分～9時（8月除く）

■場みとよ未来創造館
■講徳島文理大学橋詰茂教授
■申■問生涯学習課　☎73－3135
山本町公民館講座
【山本わくわくチャレンジクラブ】
■時 6月17日（土）
午前9時30分～11時30分

■対市内の小学生
■内折り紙教室　■数 15人
【新生大学・レディースセミナー】
■時 6月21日（水）
午前10時～11時30分

■内大久保諶之丞と三豊
■講伊藤悟先生
【楽しい園芸教室】
■時 6月22日（木）
午前10時～11時30分

■内カラーリーフ作り
■持ゴム手袋、持ち帰り用の袋など
■料1,500円
【椅子でヨガ】
■時 6月23日（金）
午前10時～11時30分

■講たくまシーマックスのインストラクター
【作法教室】
■時 6月24日（土） 
午前10時～11時30分

■講全日本作法会　要多喜代先生
■場山本町生涯学習センター
■申■問山本町公民館　☎63－1041
市総合体育館6月健康教室
【正しいトレーニング方法を学ぼう】
■時６月10日（土）　※要予約
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６月10日（土）　※要予約
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 6月3日（土）、10日（土）、24日（土）
午前９時～10時30分
６月13日（火）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
ターがサポートします。

■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

「高齢期の学習活動・地域参加・
　社会貢献（全２回）」
■時 6月15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６月健康教室（要予約）
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時 6月9日（金）　午前10時～正午
■内調理実習（ヘルシーメニュー）
【腎臓病教室】
■時 6月15日（木）
午前10時30分～午後1時

■内調理実習（塩分を控えた食事）
【男性の調理実習】
■時 6月7日（水）
午前10時～午後0時30分

■内調理実習（電子レンジで簡単調理）
【夜間糖尿病教室】
■時 6月8日（木）午後6時～7時
※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

■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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■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　1,000円　

■時  ６月18日（日）
①午前10時
②午後1時30分

映画「校庭に東風吹いて」

岡林信康　弾き語りライブ2017
■時  ６月９日（金）
開場 午後6時
開演 午後6時30分

桂こけ枝　ふるさと寄席
■時  ６月４日（日）

■料  【全席自由席】
2,000円

■出■演  桂こけ枝　林家菊丸
　桂慶治朗
　三味線：はやしや絹代

シナトラを唄う！
■時  ６月16日（金）
午後7時～

■料  一般500円
学生100円

■出■演  Vo：JAMES.K　Pf：西本貴至
　Wb：西谷賢二　Tp：松岡智基

開場開場　午後午後1時3030分
開演開演　午後２時午後２時
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3,500円
当日　　　4,000円

■出■演  岡林信康

　7月3日（月）市役所玄関前で、三豊
地区保護司会や更生保護女性会など
関係者が集まり、出発式を行います。
■問三豊地区保護司会　☎62－1055

全国一斉労働相談ホットライン
■時６月９日（金）午前10時～午後4時
■内労働事件に関する相談
■相■談■用　　0120－610－168
全国一斉女性の権利110番
■時６月29日（木）午前10時～午後4時
■内暴力や離婚に関する相談
■相■談■用☎087－826－8222
　※相談用番号は当日のみ開設

■問香川県弁護士会 ☎087－822－3693

７月は
“社会を明るくする運動強調月間”



事業主の皆さんへ
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転ばぬ先のステップアップ教室
（山本会場）
■時７月５日から10月25日
（月2～3回の水曜日の全10回）
午後１時30分～３時

■場山本町保健センター
■数 20人
■内ストレッチやバランス運動などを
組み合わせた運動教室

■対市内在住で、運動を制限するよう
な疾病や痛みの少ない65歳以上
の人（初参加に限る）

■受６月７日（水）午前９時～
※定員になり次第、受付終了

■申■問地域包括支援センター
　☎73－3017

詫間町民俗資料館・考古館
ミニ農業体験講座
■時 6月10日（土）
午前9時30分～11時

■場三野町吉津超円寺付近の田
■内「定規」を使っての田植え体験
■数 20人（小学校低学年以下は保護
者同伴）

■料100円
■問詫間町民俗資料館・考古館
☎83－6858

■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66月の保健・相談

４月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数29件（０）死者数２人（１）負傷者数31人（０）
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宗吉かわらの里展示館
【無料開放デー】
■時 6月18日（日）
午前9時～午後5時

■内粘土の貯金箱作りが無料
【特別展示　三豊市内発掘速報展】
■期 6月6日（火）～25日（日）
■時午前9時～午後5時
■内平成28年度に発掘調査した遺跡
の紹介と出土遺物の展示

■問宗吉かわらの里展示館
☎56－2301

火葬場の休場日（７月）
■時 7月12日（水）、25日（火）
■問環境衛生課　☎73－3007

税務課からのお知らせ

米国 「ワウパカ市」 市民親善訪問団
　本市と米国ウィスコンシン州ワウパカ市との姉妹都市
提携20周年を記念して、市民親善訪問団を募集します。
森林地帯が広がる自然豊かなワウパカ市でのホームステ
イ交流を通して新たな交流の歴史を刻みましょう！

■期■間 7月22日（土）～28日（金）　５泊７日間
■行■程三豊市→ワウパカ市→ニューヨーク市→三豊市
■内ホームステイ、歓迎交流会
■料約36万円～
■数 15人程度
■受 6月10日（土）まで
■旅■行■会■社株式会社 日本旅行

あじさいの見ごろ ■時■期 6月下旬～7月中旬
■場■所紫雲出山山頂

※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
香川井下病院
　小野歯科医院
藤川医院
中央クリニック
　クロダ歯科医院
森川整形外科病院
やまじ呼吸器内科クリニック
　三宅歯科医院
上枝循環器内科クリニック
羽崎病院
　多田歯科医院

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

62－2357
52－2215
72－3888
74－7977
25－0755
25－8348
72－5661
54－5588
63－8500
23－7010
25－3382
25－3247

4日（日）

11日（日）

18日（日）

25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

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
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
山本町農村環境改善センター
三野町社会福祉センター
市民センター仁尾
財田庁舎
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

改善センター　　）
詫間福祉センター
豊中庁舎

5日（月）

7日（水）

12日（月）

14日（水）

1日（木）

5日（月）
7日（水）
14日（水）

10:00～15:00

10:00～13:00
10:00～15:00
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 たかせ人権福祉センター

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

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

たかせ人権福祉センター
☎72－2501

担い手育成総合支援
協議会事務局
☎62－3075

19日（月）

7日（水）

7日（水）
21日（水）

16日（金）

～

30日（金）

よろず三豊
サテライト

☆納期限内に納めましょう。
　■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。

☆市税等の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

６月は、市県民税普通徴収分（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は、期別
　振替に変更となりますのでご了承ください。

イベント

　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

（４月受付分）心温まる贈りもの

真 屋 和 正
三 野 忠 司
奥 田 峰 子

山本町
三野町
詫間町

真 鍋 和 行
永岑三千輝

詫間町
横浜市

本 多 　 豊 仁尾町

有限会社　藤川　　　　高瀬町
高松Ⅱゾンタクラブ　　　丸亀市
かがわ子育て親育ちの会　丸亀市

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

6月30日 （金）口座振替日および納期限

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　　）
9日（金）
26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

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
三豊市役所
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
山本町保健センター
豊中庁舎
三野町保健センター
詫間福祉センター

10:00～11:00

5日（月）
8日（木）
13日（火）
15日（木）
21日（水）
26日（月）
28日（水）

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
日　程 時　間 場　　所

みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境
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
三野町保健センター
市民交流センター
山本町保健センター
仁尾町文化会館

13：30～15：00

13日（火）
14日（水）
16日（金）
19日（月）
20日（火）
23日（金）
27日（火）

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
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

9：30～11：00

1日（木）
9日（金）
14日（水）
15日（木）
19日（月）

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
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
三野町保健センター
仁尾町文化会館
市民交流センター
みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境

改善センター　　 ）
マリンウェーブ
二ノ宮農業構造改善センター

1日（木）

9日（金）

12日（月）

21日（水）
27日（火）

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

▲

申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局　☎56－5880

♥

＆

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
7日(水）
14日（水）
21日（水）
27日（火）

危機管理センター
インパルみの

参加者募集！

　労働保険（労災保険および雇用保険）の年度更
新は、6月1日から7月10日までです。早めの手
続きをお願いします。電子申請も利用できます。
■問香川労働局　☎087－811－8917

観光情報
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