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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63年４月２日から平成９年
４月１日までに生まれた人

■受 4月11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（満40～69歳）
※いずれも日本国籍を持つ人

■受 5月1日（火）まで
■申■問ＪＩＣＡ四国　☎087－821－8825
労働基準監督官募集（大学卒業程度）

■対・昭和63年4月2日から平成9年
　4月1日までに生まれた人

・平成9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
　31年3月までに大学卒業見込み
　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11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
国家公務員一般職募集
（大学卒業程度）

■受 4月18日（水）まで
詳しくは「採用情報NAVI」で検索

■問人事院四国事務局 第二課
☎087－880－7442

県後期高齢者医療広域連合懇話会
公募委員の募集
■内後期高齢者医療制度の施行およ
び運営に関し、被保険者の代表者
の一人として、意見を述べる

■数 2人
■対県内在住で、4月1日現在に満75
歳以上の人

■受 4月16日（月）～5月15日（火）
■申■問県後期高齢者医療広域連合
　☎087－811－1866

精神保健相談日
【思春期相談】※要予約
■時 4月9日（月） 午後2時～

【心の健康相談】※要予約　　
■時 4月19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 4月20日（金） 午後1時30分～
■場みとよ未来創造館
■対 16歳以上の当事者およびその家
族、関係者など

■内臨床心理士が対応
■申■問福祉課　☎73－3015
「まちの保健室」健康相談
（看護の心普及事業）

■時 4月28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、BMI測定など

■主県看護協会第7支部
■問三豊総合病院　
☎52－3366（大西）

遺言・相続に関する無料法律相談

■時 4月16日（月）午前10時～午後4時
■場県弁護士会館（高松市）
■内面談による相談（30分以内）
■受 4月10日（火）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
ひめトレ　（全12回）

■時①5月7日～8月6日（毎週月曜日）
　午前10時～11時
※6月18日、7月16日は除く。
　初回と最終回は午前9時30分
　～11時30分

■場三野町保健センター
■時②5月11日～7月27日（毎週金曜
　日）午後1時30分～2時30分
※初回と最終回は午後1時～3時

■場市民交流センター
■内骨盤底筋を鍛えて、正しい姿勢を
作り、肩こり・腰痛予防にも効果的
なひめトレを行う

■対運動習慣をつけたい40～64歳の
女性、12回続けて参加できる人

■数各会場22人　※先着順
■受 4月17日（火）午前8時30分～
※定員になり次第受付終了

■申■問健康課　☎73－3014
元気まんてん教室
（詫間会場）
■時 5月28日～8月27日
（月1～3回の月曜日10回コース）
午後1時30分～3時

■場マリンウェーブ
■内転倒を予防するための運動教室
ストレッチやバランス運動など

■対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
独歩可能で続けて参加できる人

■数 30人
■受 4月10日（火）午前9時～
※定員になり次第受付終了

■注「転ばぬ先のステップアップ教室」
は高瀬・山本・豊中・三野会場で
開催予定です。元気まんてん教室
との併用参加はできません。

■申■問地域包括支援センター
　（介護保険課内）　☎73－3017

市総合体育館４月健康教室

【健康相談と運動処方】
■時 4月1日（日）、8日（日）、
21日（土）の午前9時～10時30分
4月11日（水）午後3時30分～5時
4月17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

【健康実践教室】 ※要予約
■時 4月1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　　

【バランスボール講座】 ※要予約
■時 4月8日（日）
午前10時30分～11時30分

■料各教室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27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、実技講習

■数 30人
■受 4月26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

三豊総合病院4月健康教室※要予約

【腎臓病教室】
■時 4月19日（木）
午後3時30分～4時30分

【男性の調理実習】
■時 4月4日（水）
午前10時～午後0時30分

■料 600円
【夜間糖尿病教室】
■時 4月12日（木） 午後6時～7時
【肝臓病教室】
■時 4月26日（木）午後2時～4時
■申■問健康管理センター ☎52－3366
手話奉仕員養成講座「入門編」
　手話奉仕員養成講座「入門編」（全
22回）を開催します。詳しくは下記
へお問い合わせください。
■受 4月27日（金）まで
■申■問県聴覚障害者福祉センター
　☎087－868－9200
　FAX 087－868－9201

■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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映画「人生フルーツ」

昭和のうたコンサート

風 間  杜 夫 独演会

■時４月29日（日） 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

■時 6月24日（日）
開演　午後2時

■料【全席自由席】
前売り　3,500円
　当日　4,000円

■時 4月22日（日）

■料【全席自由席】
60歳以上いつでも 1,000円
一般前売り1,300円、当日1,500円
　　　　　　　　　　　　　ほか

募集

市役所で使用する
広告入り封筒を募集します

　市役所の窓口で使用する広告
入り封筒を募集します。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。広告の掲載内容については、
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。申し込み方法などの
詳細については、市民課にお問い
合わせください。

■申■し■込■み■期■限
4月16日（月）　午後5時まで

■申■問市民課　☎73－3005

４月は「未成年者飲酒防止強調月間」です
　成長過程にある未成年者の飲酒は、身体的・精神
的に大きなリスクがあるだけでなく、社会的にも大きな
影響を与えます。これを未然に防止するためには、未成
年者が「なぜ自分たちはお酒を飲んではいけないのか」
を理解できるよう、学校での教育のほか、家庭や地域
社会においてもしっかりと説明する必要があります。
■問税務課 ☎73－3006　観音寺税務署 ☎25－2191

4

受付期限区　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

4月6日
（金）

5月1日
（火）

4月20日
（金）

①午前10時30分～　②午後１時30分～

“昭和の日”に昭和歌謡を楽しみましょう！

名優がおくる落語の世界ナレーション樹木希林による
90歳と87歳の建築家夫婦の物語



▲

申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局　☎56－5880

♥

＆
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小型船舶の船長に
乗船者のライフジャケット着用が
義務付けられました
　２月１日から船舶職員および小型
船舶操縦者法施行規則の改正によ
り、小型船舶の船長には、原則、全
ての乗船者にライフジャケットを着用
させることが義務付けられました。ラ
イフジャケットを着用すると、海中転
落時の生存率が 2 倍以上になりま
す。小型船舶の船長は、乗船者に
対して必ず着用させましょう。
■問坂出海上保安署
☎0877－46－5999

満濃池森林公園
春のネイチャーゲーム

■時 4月29日（日）午前9時～正午
■場満濃池森林公園　森林の館
■問公園管理事務所
☎0877－57－6520

第14旅団創隊12周年および
善通寺駐屯地開設68周年記念行事
■時 4月22日（日）午前9時～午後3時
■場善通寺駐屯地
■内観閲式、訓練展示、市中観閲行
進、体験搭乗など

■注混雑が予想されますので、公共交
通機関を利用してください。

■問陸上自衛隊善通寺駐屯地
☎0877－62－2311

長寿手帳を使ってみませんか
　香川県発行の長寿
手帳を65歳以上の人
に交付しています。こ
の手帳を県内の指定
公共施設（栗林公園、
県立ミュージアム、県
立東山魁夷せとうち美術館など）で
提示すると、入場料・使用料などが無
料・割引になります。
　希望する人は、福祉課または各支
所で申請してください。
■対県内在住の65歳以上の人
■持免許証など、年齢を確認できる
もの

■問福祉課　☎73－3015

■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4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21件（-１）死者数０人（０）負傷者数21人（-7）

小型小型小型小型小型小型船船船
乗船乗船乗船乗船乗船乗船乗船船乗 者者者者者
義務義務義務義務義務付付付長寿長寿長寿長寿長寿寿長寿長寿長寿長寿手手

香香

満濃満濃満濃満濃満濃満濃満濃満濃満濃満濃池
春の春の春の春の春の春の春春の春のネ
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火葬場の休場日（５月）
■時 5月9日（水）、25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

詫間福祉センター
みとよ未来創造館

13日（金）
23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

（２月受付分）
心温まる贈りもの

■コ■ー■ス  アメリカ：8月中旬（8泊 10日）
　　 韓国：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

中学生海外派遣研修 外国語講座4月期

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
13:00～15:00
10:00～12:00
9:00～12:00
13:00～15:00

みとよ未来創造館
市民センター仁尾
市民センター三野（インパルみの隣）
山本庁舎
財田庁舎
豊中庁舎
詫間福祉センター
みとよ未来創造館
山本町農村環境改善センター
豊中庁舎
財田庁舎
市民センター三野（インパルみの隣）
市民センター仁尾

2日（月）

4日（水）

9日（月）

11日（水）

2日（月）
4日（水）
11日（水）
12日（木）
18日（水）
20日（金）

10:00～13:00
10:00～15:00
9:00～12:00
10:00～15:00
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 ふれあいプラザにお

危機管理センター
※対象地域は三野・豊中・詫間・仁尾

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

産業観光課　☎73－3013

農業委員会　☎73－3046

ふれあいプラザにお
☎82－2607

西讃農業改良普及センター
☎62－3075

9日（月）

9日（月）

4日（水）
18日（水）

16日（月）

～

27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
永野内科医院 
小林整形外科医院 
　はまだ歯科・矯正クリニック 
しのはら医院 
森内科医院 
　まきの歯科医院 
みやしたファミリークリニック 
国土外科医院 
　たくま歯科医院 
池田外科医院 
富田内科医院 
　クロダ歯科医院 
藤川医院 
松井病院 
　しらい歯科クリニック 
細川病院 
クリニック池田 

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

74－6018
25－7311
62－3500
56－7222
25－7363
23－2848
73－4976
25－0290
73－5581
62－3151
24－0180
25－8348
74－7977
23－2111
72－5237
83－2211
23－1500

1日(日)

8日(日)

15日(日)

22日(日)

29日(日)

30日(月)

その他

　海外の姉妹・友好都市に中学生を派遣します。外国
人との交流を通じて、互いの伝統・自然・文化・産業を
学びましょう！ ■コ■ー■ス  英会話・スペイン語・フランス語・

　　 韓国語・中国語
■期■　■間  4 月 16 日（月）～ 7月 21日（土）
　　 全 12回

■料  一般 16,600 円、会員 15,600 円

　外国人講師による、個性あふれるクラスです。
楽しみながら、外国語を勉強しませんか？

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
10：00～11：00
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
市民交流センター
みとよ未来創造館
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

5日（木）

9日（月）

17日（火）
18日（水）

20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

松 田 久 富
大 西 英 次

三野町
財田町

三豊市へ

月のお知らせ４
イベント

生活協同組合コープかがわ

税務課からのお知らせ

５月１日 （火）口座振替日および納期限

☆納期限内に納めましょう。

☆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。

４月は、
（全期前納および第１期分）　の納付月です。
固 　 定 　 資 　 産 　 税

■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▼

研修生募集！ 受講生募集！

안녕하세요

Hola
Bonjour

Hello

你好

福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30

日　程 場　　所時　間

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）

 4日(水）
11日（水）
18日（水）
5月2日（水）
4月24日（火）

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

9：30～11：00

5日（木）
11日（水）
13日（金）
16日（月）
17日（火）
19日（木）
25日（水）

日　程 時　間 場　　所
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
三豊市役所
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

2日（月）
10日（火）
12日（木）
18日（水）
19日（木）
23日（月）
25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

三豊発!!さぬき軽トラ市委託販売の募集

■申■問三豊発!! 軽トラ市実行委員会　松村  　
　　090－3184－0440

　市内で農水産物を生産されている方の委託販売
を開始します。軽トラ市に興味があるが現地で販
売できない人や、直接販売するのが苦手な人、販路
拡大に興味のある人が対象です。
■受 4月30日（月・祝）まで

たくさんの
お友達に
出会えるよ!
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