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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30年度に実施
する青年国際交流事業（「東南アジ
ア青年の船」事業 /「世界青年の船」
事業/国際青年育成交流事業/日本・
中国青年親善交流事業 / 日本・韓
国青年親善交流事業 /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
　県男女参画・県民活動課
　☎087－832－3207

就農実践研修追加募集

■研■修■期■間 4月～平成31年3月
■受 3月9日（金）まで
■数 10人程度

■問県立農業大学校
☎0877－75－1141

総本山善通寺四国巡拝団募集

■時 3月22日（木）～28日（水）
（6泊7日）
■場総本山善通寺集合
■内四国八十八ヶ所霊場を巡拝
（1番～27番、76番～88番霊場）
■料110,000円
■申■問総本山善通寺
　☎0877－62－0111

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時 3月12日（月） 午後2時～
【心の健康相談】（要予約）　　
■時 3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

不動産鑑定無料相談会

■時 4月6日（金）
午前10時～午後4時

■場【高松会場】　県庁本館
【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

自殺対策強化月間
暮らしとこころの総合相談会

■時 3月6日（火）
午前10時～午後1時

■相■談■方■法電話相談（予約不要）
　　　および面接相談（要予約）

■相■談■番■号 087－802－5228
　　　（相談日のみ開設）

■場香川県弁護士会館（高松市）
■申■問県弁護士会事務局
　☎087－822－3693

パーキンソン病患者の集い
「すみれ会」 （要予約）

■時 3月7日（水）午前11時～午後1時
■場三豊合同庁舎（観音寺市）
■内昼食会、話し合いなど
■対パーキンソン病患者、家族など
■料弁当を希望する人は約1,000円
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

市総合体育館３月健康教室
【健康相談と運動処方】
■時 3月2日（金）、13日（火）
午後1時～2時30分
3月3日（土）、11日（日）、17日（土）
午前9時～10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
【健康実践教室】（要予約）
■時 3月3日（土）
午前10時30分～11時30分

■料200円
■数 10人
■内体力測定、体組成器測定を元に
したトレーニング指導など　　

【バランスボール講座】（要予約）
■時 3月11日（日）
午前10時30分～11時30分

■料200円
■申■問市総合体育館　☎72－1500
手話通訳者養成講座
■受■講■期■間 4月21日～
　　　平成31年3月9日（全36回）

【受講者選考試験】
■時 4月7日（土）午前10 時～正午
■場かがわ総合リハビリテーション福
祉センター（高松市）

■内読み取り・短文表現・会話試験
■対18歳以上で手話学習経験が概ね
2年以上の人

■受 3月23日（金）消印有効
■申■問県聴覚障害者福祉センター
　☎087－868－9200

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】
■時 3月9日（金）午前10時～正午
■内調理実習
（歯ごたえを楽しむメニュー）
■料 600円
【夜間糖尿病教室】
■時 3月8日（木） 午後6時～7時
■申■問健康管理センター ☎52－3366
三豊総合病院　みとよサプリ
■時 3月14日（水）午後1時30分～2時
■内健診を受けてみよう
■時 3月28日（水）午後1時30分～2時

■内お口、元気でイキイキ生活
いきいき長生き、食事の工夫
（高齢期）
■問三豊総合病院　☎52－3366
依存症対策研修会

■時 3月9日（金）　午後2時～4時30分
■場香川県県民ホール（高松市）
■講岡山県精神科医療センター
依存症病棟医長
精神科医　橋本望先生

■テ依存症の理解
～今日からできる支援について～

■数 250人
■申■問県精神保健福祉センター
　☎087－804－5566

家庭倫理の会香川　子育て講座
【わくわく子育て塾】
■時 4月2日（月）
午前10時15分～正午

■場財田大野農業構造改善センター
■内講話「子どもの偏食、
小食　親はどうする」、
グループトークなど

■対妊娠中の人、乳幼児
から小学生の保護者の人

■料700円
【みんなおいでよ♪子ども倫理塾】
■時 3月17日（土）
午前10時～11時30分

■場上高野文化センター
■内ドリームボード作り
■料 300円

■申■問家庭倫理の会香川
　　090－4500－0907（山地）

2018こんぴらウォーク

■時 4月8日（日）
午前9時30分集合（小雨決行）

■場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
（約15Km）
■数 80人程度
■持弁当、飲み物、雨具、
タオル、敷物、ごみ袋

■料無料（帰路の交通費は
各自負担）

■注けがなどの場合、応急処置はします
が、その他の責任は負いません。

■受 3月23日（金）まで
■申■問生涯学習課　☎73－3135
高瀬町人権教育講演会2018

■時 3月17日（土）午後1時30分～3時
■場みとよ未来創造館
■講全国隣保館連絡協議会常任理事
兼事務局長　中尾由喜雄氏

■テ人権文化ゆたかなまちづくりに
向けて～阪神・淡路大震災が教え
たもの～

■問高瀬町公民館　☎73－3051

■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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映画「怪盗グルーの
ミニオン大脱走」

らんま先生の実験eco
サイエンスショー

■時３月10日（土）
①午前10時30分
②午後1時30分

■料【全席自由席】
500円
（2歳以上有料）

■時３月31日（土）
開演　午後2時30分

■料【全席自由席】
大　人　1,200円
子ども　　500円
親子ペア1,500円

■時３月３日（土）開演　午後2時
■料【全席自由席】一般 1,000円、中学生以下500円
■出 マリンウェーブ劇団

■問生涯学習課　☎73－3135

マリンウェーブ劇団公演「タロー＆ジュリー」

募集

豊中サン・スポーツ
ランド野球場を
整備しています

　独立行政法人スポーツ振興センターの
スポーツくじ（toto・BIG）の収益による助
成を受け、豊中サン・スポーツランド野球
場を整備しています。
　老朽化していたスコアボードの改修や
プレイヤーの安全のための防護マットの
設置などを行っています。
　工事完了予定は3月下旬です。

3

青い目の人形
アナマ・ジュリーと
浦島太郎の物語

受付期限

4月6日（金）

5月1日（火）

4月20日（金）

区　分
予備自衛官補

（一般・技能公募）

一般曹候補生

一般幹部候補生
（音楽・飛行要員含む）
歯科・薬剤科
幹部候補生
医科・歯科
幹部自衛官



▲

申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局　☎56－5880

♥

＆
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請求できる「かんたん証明書請求」を
ご利用ください。
　請求された証明書は、郵送のほ
か、最寄りの登記所や法務局証明
サービスセンターで受け取りが可能で
す。詳しくは、「かんたん証明書請求」
で検索してください。
■問高松法務局民事行政調査官室
☎087－821－6342

香川運輸支局からのお願い
　年度末は窓口が混雑しますので、
自動車の検査、廃車、名義変更など
については、お早めに手続きをお願い
します。
■問四国運輸局香川運輸支局
検査関係　☎087－882－1355
登録関係　☎050－5540－2075

オレンジかふぇ みとよ
■時 3月22日（木）午後2時～4時
■場太陽の家（三野町保健センター内）
■内講話「思い出話が心を豊かに」、
懐かしい歌、茶話会

■料100円
■問地域包括支援センター
（介護保険課内）☎73－3017
香川ファイブアローズ
B2リーグ公式試合
■時 3月31日（土）午後7時～
4月1日（日）午後2時～

■場観音寺市立総合体育館
■対■戦■相■手熊本ヴォルターズ
■問香川ファイブアローズ
☎087－813－7120

第38回手話まつり
■時 3月18日（日）
午前10時～午後4時

■場ユープラザうたづ（宇多津町）

■内講演会、マジックショーなどのア
トラクション、抽選会など

■料1,500円
■問第38回手話まつり実行委員会
☎0877-75-5185

満濃池森林公園
公園の植物で草木染め教室

■時 3月25日（日）午前9時～正午
■数 25人（先着順）
■料 500円
■受 3月5日（月）～12日（月）
■申■問満濃池森林公園
　管理事務所☎0877－57－6520

登記事項証明書の請求は
オンラインでの手続きが便利です
　土地・建物、会社・法人の登記事項
証明書の請求には、自宅や会社のパ
ソコンからインターネットを利用して

■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21件（１）死者数０人（０）負傷者数28人（０）
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火葬場の休場日（４月）
■時４月４日（水）、27日（金）
■問環境衛生課　☎73－3007

※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　　　

福祉課　☎73－3015こころの相談

日　程 場　　所時　間
10:00～11:30
13:30～15:00

山本町保健センター
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

　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

（１月受付分）心温まる贈りもの
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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）
4月4日（水）
3月27日（火）

■乗■り■場  大浜漁港（三豊市詫間町大浜 1338-13）
■期■　■間  桜の開花に合わせて１週間程度運行します（3月下旬～ 4月中旬）
■駐■車■場  無料 200 台
■時■　■間  午前 9時～午後 5時（随時運行）
　　 ●大浜漁港発最終便　午後３時 30分
　　 ●山頂発最終便　　　午後４時 30分

紫雲出山  桜 シーズン交通のご案内

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
13:00～15:00
9:00～12:00
13:00～15:00

みとよ未来創造館（旧高瀬町農村環境
改善センター　　）

市民センター仁尾（仁尾庁舎）
市民センター三野（インパルみの隣）
財田庁舎
山本庁舎
豊中庁舎
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　　）
豊中庁舎
詫間福祉センター
市民センター仁尾（仁尾庁舎）

5日（月）

7日（水）

12日（月）

14日（水）
28日（水）
5日（月）

14日（水）

20日（火）

10:00～13:00
9:00～12:00
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
※対象地域は高瀬・山本・財田

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）
22日（木）

16日（金）

～

30日（金）
よろず三豊
サテライト

危機管理センター
インパルみの

日　程 医療機関名 電話番号市町名
藤田脳神経外科医院
小山医院
　久保歯科医院
大西医院
細川整形外科医院
　パール歯科クリニック
永康病院
冨士クリニック
　篠丸歯科医院
安藤内科医院
河田医院
多田医院
三野小児科医院
　森歯科医院

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

72－1135
25－2354
62－2221
63－2081
25－4290
25－8025
83－3001
25－3692
72－3788
72－5018
25－3668
83－2121
25－7788
25－2077

4日(日)

11日(日)

18日(日)

21日(水)

25日(日)

その他

■問高松法務局観音寺支局　☎25－4528
法務局ホームページ　http://houmukyoku.moj.go.jp

法務局からのお知らせ
～あなたの相続手続を応援します！～

　法務局では、新たに各種相続手続に利用することができる「法
定相続情報証明制度」を創設しました。この制度を利用すること
で、各種相続手続において、戸籍謄本の束を何度も出し直す必要
がなくなります。
　「法定相続情報証明制度」の詳しい手続きは、「法務局ホーム
ページ」をご覧ください。
※相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要
　な書類は提出先となる各機関にご照会ください。

桜シーズンは紫雲出山周辺の道路が著しく混雑するため、無料シャトルバスを運行します。
車で来られる人はシャトルバスをご利用ください。

詳しくはホームページ(http://www.mitoyo-kanko.com/)でご確認ください。

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
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　　 ）

9：30～11：00

1日（木）
9日（金）
14日（水）
15日（木）
19日（月）
20日（火）
28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）
三豊市役所
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
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）
14日（水）
15日（木）
26日（月）
28日（水）

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

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

1日（木）

12日（月）

14日（水）

16日（金）

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

宮 崎 寅 重

礒 﨑 輝 雄

松 繁 哲 朗

内田万壽子

高瀬町

三野町

詫間町

詫間町
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