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　第24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24日（日）午前9時～
■場市総合体育館
■種団体戦・ダブルス戦
■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15日（金）午後5時まで
■申■問市体育協会事務局　☎56－6251

第13回市長杯ゲートボール大会
参加者募集

■時 6月23日（土）午前8時30分～
■場財田町総合運動公園多目的広場
■種 1チーム5～8人編成
■対市内在住者または市内へ通勤・通
学・同好会に所属している人

■料 1人100円
■受 6月15日（金）まで
■申■問市体育協会事務局　☎56－6251

精神保健相談日 （要予約）

【思春期相談】
■時 6月11日（月）　午後2時～
【心の健康相談】
■時 6月21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

社会保険労務士による
出張年金相談

■時 6月13日（水）・26日（火）
午前10時～午後3時

■場（13日）市役所西館
（26日）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

青年・成人の発達障がいに関する
相談会（要予約）

■時 6月15日（金）午後1時30分～
■場みとよ未来創造館
■対16歳以上の本人および関係者
■内生活や仕事などの悩み相談
■申■問福祉課　☎73－3015
無料調停相談会

■時 6月17日（日）午前10時～午後3時
■場財田町公民館
■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
全国一斉　「女性の権利110番」

■時 6月26日（火）午前10時～午後4時
■場香川県弁護士会館（高松市）

■内暴力や離婚に関する相談（要予約）
■相■談■電■話■番■号☎087－802－5228
　　　　　　（当日のみ開設）

■申■問県弁護士会　☎087－822－3693

市総合体育館6月健康教室
【健康実践教室】（要予約） 
■時 6月9日（土）
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2日（土） 午後4時30分～6時
6月9日（土）、24日（日）
　　　　　　午前9時～10時30分
6月14日（木）、28日（木）
　　　　　　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
【バランスボール講座】（要予約）
■時 6月24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
親子料理教室
旬の魚のさばき方教室

■時 7月31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11日（月）午前9時から
■申■問農林水産課　☎73－3040
香川大学サテライトセミナー

■時 6月21日（木）午後6時30分～8時
■場豊中町農村環境改善センター
■テスポーツにおけるICT 援用
■問香川大学事務局 
☎087－832－1368

地域包括支援センター運動教室
【転ばぬ先のステップアップ教室
　（山本会場）】
■時 7月4日～10月17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

■対市内在住の65歳以上の人（前年受
講した人は除きます）

■受 6月6日（水）午前9時から
※定員になり次第、受け付け終了

■申■問地域包括支援センター
　（介護保険課内）　☎73－3017

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8日（金）午前10時～正午

■内調理実習
【腎臓病教室】
■時 6月21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6日（水）
午前10時～午後0時30分

■内調理実習
【夜間糖尿病教室】
■時 6月14日（木） 午後6時～7時
※調理実習は600円が必要
■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 6月20日（水）
午後1時30分～2時

■テ介護が必要になったら
■問三豊総合病院　☎52－3366
パーキンソン病患者の会（すみれ会）

■時 6月6日（水）午後1時30分～3時
■場西讃保健福祉事務所
■内簡単なリハビリ体操（できるだけ
ズボン着用でお越しください）、
管理栄養士からの話

■問西讃保健福祉事務所　☎25－2052

満濃池森林公園自然観察会

■時 6月23日（土）
午前の部 午前10時～正午
午後の部 午後1時30分～3時30分

■場満濃池森林公園の散策路

■数午前・午後各30人ずつ
（親子のみの15組募集、応募多数
の場合は抽選）

■受 6月11日（月）まで
■申■問県みどり保全課
　☎087－832－3212

第15回スイム記録会＆スタート
練習会 in三豊（要予約）

■時 6月23日（土）午後1時～4時
■場香川高専詫間キャンパス
■内フォームのチェック、スタートの練
習、希望種目のタイムの測定

■対定期的に水泳を行っている人（中
学生以下は保護者の同意が必要）

■数 20人
■料高校生以上は1,000円が必要
■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83－8507

空き家対策セミナー

■時 7月14日（土）午後2時～5時
（個別相談会：午後4時～5時）
■場高松テルサ
■数 100人（先着順）
■受随時（個別相談会は6月1日（金）～
29日（金））

■申■問県住宅課　☎087－832－3583
住宅耐震化講座

■時 6月15日（金） 午後2時～
■場サンメッセ香川（高松市）　
■数 100人
■申■問県住宅課　☎087－832－3584

■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

JUNE
月のお知らせ

相談 無料無料無料料無料無料無料調
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桂こけ枝 ふるさと寄席 風 間  杜 夫 独演会

■時６月３日（日） 
開場 午後1時30分
開演 午後2時

■料【全席自由席】
2,000円

■時 6月24日（日）
開場 午後1時30分
開演 午後2時

■料【全席自由席】
前売り　3,500円
　当日　4,000円

募集

７月は
“社会を明るくする運動強調月間”
　７月２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

第5回 不動の滝まつり
　飲食・雑貨店が出店するマルシェ
の他、ワークショップや催し物を開
催。ＪＡ豊中支店から無料バスを運
行します。
■時 6月10日（日）
午前9時30分～午後3時

■場不動の滝カントリーパーク周辺
■問まちづくり推進隊豊中　
☎62－5210

6

三豊市出身、桂こけ枝による落語や三味線、
サヌカイトと内容盛りだくさん

名優がおくる落語の世界

■時 7月28日（土）開演 午後6時
■料【全席自由席】　一般1,500円
　　　　　高校生以下500円
　　　　※3歳以下は入場無料

茨城県立大洗高等学校
マーチングバンド部
「BLUE - HAWKS」 演奏会

まち音めぐり参加事業
■時 ①6月16日（土）開演　午後3時
　松岡里佳  3Jazz Live
②6月17日（日）開演　午後2時
　京極テリーズ

■料 一般500円　学生100円

今月開催
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問い合わせ
　三豊市観光交流局　☎56－5880

♥

＆
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■申■問香川河川国道事務所土器川
　出張所　☎0877－22－8318

事業主の皆さんへ

　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

宗吉かわらの里展示館
無料開放デー
【粘土工作の貯金箱づくり】
■時 6月10日（日）午前9時～午後5時
※工作の受け付けは午後3時まで

■数先着80人（午前40人、午後40人）
■問宗吉かわらの里展示館　
☎56－2301

キュウリの漬物　試食販売会

■時 6月16日（土）　午前9時～
※無くなり次第終了

■場道の駅たからだの里さいた物産館
■問道の駅たからだの里さいた物産館
☎67－3883

献血実施のお知らせ

■時 7月1日（日）
午前9時～正午、午後1時～3時

■場本山寺（豊中町）
■主本山親和会
四国学院大学オープンキャンパス

■時 6月23日（土）
午前11時～午後3時30分

■場四国学院大学（善通寺市）
■内大学紹介、モデル授業、個別相
談会、キャンパスツアーなど

■問四国学院大学入試課
　　0120－459－433

かがわで就活！応援補助金
　県外在住の学生の就活交通費を
助成します。（補助限度額：1万円）
■対県外に居住し、県外の大学（大

学に置く大学院を含む）、短期大
学、高等専門学校、専修学校な
どに在籍する学生で、次のいず
れかの人
①「ｊｏｂナビかがわ」に登録し、
かつ、県などが主催する合同就職
面接会または合同企業説明会に
参加する最終学年の人
②「インターンシップナビかがわ」
に登録し、かつ「インターンシップ
ナビかがわ」を通して、県内企業
で実施するインターンシップに参
加する最終学年以外の人

■受合同就職面接会（合同企業説明
会）またはインターンシップに参加
した後30日以内または平成31年
２月末日までのいずれか早い日ま
で（必着）

■申申請に必要な書類を県就職・移住
支援センターへ提出（様式は県
HPからダウンロード可能）

■問県就職・移住支援センター　　
☎087－802－4700

「jobナビかがわ」登録で
お得に就活！
　サイトでは1,300社を超える県内
求人企業の情報を閲覧できます。ま
た、サイトに登録すると、ビジネス
スーツ購入時や就活の写真撮影時の
割引などの特典を受けることができ
ます。
■問ワークサポートかがわ　
☎087－802－4700

土器川の刈り草を無料で提供します

　土器川の維持管理で発生する刈り
草をロール状にして提供します。
■対一般農家、畜産農家など
■受 6月から受付開始、準備でき次
第配布

■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6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（5）死者数０人（０）負傷者数25人（-5）

「「j「j「jjjobobbobooo ナナ
お得お得お得お得お得お得お得にに

事業事業事業事業事業事業主主

土器土器土器土器土器土器川川

宗吉宗吉宗吉宗吉宗吉宗吉宗吉かかか
無料無料無料無料無料無料開開

キュキュキュキュキュキュウウ

■■

■
四国四国四国国四国四国四 学

■■■

献血献血献血血献血献血献血実

■■■■

かがかがかががかがかがかがわわ
県

火葬場の休場日（７月）
■時 7月5日（木）、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

詫間福祉センター
みとよ未来創造館

8日（金）
25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

あじさいが
見ごろを迎えます

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
9:00～12:00
13:00～15:00

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

4日（月）

6日（水）

11日（月）

13日（水）
20日（水）

1日（金）

4日（月）

13日（水）

10:00～15:00

10:00～13:00
9:00～12:00
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・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

たかせ人権福祉センター
☎72－2501

西讃農業改良普及センター
☎62－3075

11日（月）

7日（木）

6日（水）
20日（水）

18日（月）

～

29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
岩崎病院 
高室医院 
　ウキタ歯科医院 
今川内科医院 
香川井下病院 
　みやざき歯科医院 
藤田脳神経外科医院 
みとよ内科にれクリニック
　高田歯科クリニック 
嶋田内科医院 
やまじ呼吸器内科クリニック
　田中歯科医院 

詫間町
観音寺市
観音寺市
豊中町
観音寺市
詫間町
高瀬町
観音寺市
観音寺市
三野町
観音寺市
仁尾町

83－6011
25－8311
23－3123
62－2052
52－2215
83－7222
72－1135
25－1117
23－2355
73－5178
54－5588
82－4780

3日(日)

10日(日)

17日(日)

24日(日)

その他

■時■期６月下旬～７月中旬
■場■所紫雲出山山頂園地

　桜で有名な紫雲出山はあじさい
も楽しめます。
　頂上まで登る道の両脇には約
2,000株ものあじさいが咲き誇り
ます。ぜひご覧ください。

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

7日（木）

11日（月）

15日（金）

20日（水）
26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

税務課からのお知らせ

日　程 時　間 場　　所
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

9：30～11：00
8日（金）
13日（水）
21日（木）

日　程 時　間 場　　所
三野町保健センター
みとよ未来創造館
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
市民交流センター
仁尾町文化会館
山本町保健センター

13：30～15：00

11日（月）
12日（火）
13日（水）
15日（金）
19日（火）
20日（水）
22日（金）

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

4日（月）
12日（火）
14日（木）
20日（水）
21日（木）
25日（月）
27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

月のお知らせ6

☆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。  

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

７月２日 （月）口座振替日および納期限

　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

（４月受付分）心温まる贈りもの

森 　 信 次
真 鍋 和 行
前 田 早 司

詫間町
詫間町
仁尾町

市内小学校へ

NPO法人
かがわ子育て親育ちの会   丸亀市

福祉課　☎73－3015精神デイケア

10:00～11:30

13：30～15：00

豊中町保健センター（さくらの会）

詫間福祉センター（みつより会）

日　程 場　　所時　間
6日(水）
13日（水）
20日（水）
26日（火）

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 イベント

四国物産株式会社
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