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　自衛官（特別職国家公務員）募集
　

■申■問自衛隊観音寺地域事務所
　☎25－6122

三観広域行政組合消防職員募集

■対平成6年4月2日～平成13年4月1
日に生まれた人（居住圏域の制限
および身体要件などの基準あり）

■数 4人程度
■受 8月1日（水）～15日（水）
試験日9月16日（日）

■申■問消防本部総務課　☎23－3970

豊中町まちづくり活動支援事業
募集

■対豊中町内で活動する団体および
個人が実施する、まちづくり活
動や地域の活性化に資する事業

■申■問 NPO法人まちづくり推進隊
　豊中　☎62－5210

婚活イベント参加者募集

■時 8月19日（日）
午前10時～午後2時

■場ふれあいパークみの
■対 30～45歳の独身男女
■数各20人
■料 3,000円（昼食・飲み物付き）

■受7月13日（金）まで
■申■問まちづくり推進隊みの
　☎73－6228

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時 7月9日（月）　午後2時～
【心の健康相談】（要予約）
■時 7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

市総合体育館７月健康教室
【健康実践教室】（要予約） 
■時 7月1日（日）
午後2時30分～3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 7月1日（日） 午後1時～2時30分
5日（木）、19日（木）
　　　　　午後0時30分～2時
14日（土）午後4時30分～6時
29日（日）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
■料 200円

【バランスボール講座】（要予約）
■時 7月29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
山本町公民館  生涯学習講座
【ハーバリウム教室】
■時 7月22日（日）午後1時30分～3時
■場山本町生涯学習センター
■持ゴム手袋、持ち帰り用の箱か袋
■料1,500円
■申■問山本町公民館　☎63－1041
ひきこもり対策研修会
【ひきこもり・不登校を考える
　　～どう回復につなげるか～】
■時 7月25日（水）午後2時～4時
■場三豊合同庁舎（観音寺市）
■対心の健康に関心のある人
■講高知県精神保健福祉センター所長
山崎正雄先生

■数 50人　※先着順
■受7月23日（月）まで
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25-2052

香川高専詫間キャンパス 公開講座
【電子回路工作にチャレンジ】
■時 7月29日（日）午前10時～正午
■内迷路を抜けるマイコンカーの製作
■対中学生、小学生（高学年）
■数 10人　※要申し込み
■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83-8507

香川大学サテライトセミナー
■時 7月5日（木）午後6時30分～8時
■場豊中町農村環境改善センター
■内最先端内視鏡治療について
■問香川大学事務局
☎087－832－1368

みとよ創業塾
■時 8月2日（木）、7日（火）、9日（木）、
21日（火）、23 日（木）、28日（火）
午後7時～9時
8月30日（木）は午後6時～9時

■場市商工会本所（インパルみの）
■対三豊市で創業を考えている人、
創業後5年未満の人

■数 20人　※要申し込み
■申■問市商工会　☎72－3123
転ばぬ先のステップアップ教室
（三野会場）
■時 8月31日～11月
16日（月1～3回
の金曜日全10回）
午後1時30分～3時

■場三野町保健センター
■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
受講した人は除く）

■数 20人
■受7月10日（火）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7月健康教室（要予約）
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時 7月13日（金）午後2時～3時
【腎臓病教室】
■時 7月19日（木）
午後3時30分～4時30分

【夜間糖尿病教室】
■時 7月12日（木）午後6時～7時
【肝臓病教室】
■時 7月26日（木）午後2時～4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 7月18日（水）午後1時30分～2時
■テ元気なうちから終活を考える
■問健康管理センター　☎52－3366

詫間町民俗資料館・考古館
ミニ企画展
【ソコの池と海のソコ
～水の中からひょっこり展～】

■時 7月6日（金）～12月14日（金）
月曜休館、7/17、9/18、10/9
休館　午前9時～午後5時

■内ため池から見つかった土器や古
瓦、海から引き揚げられた赤レン
ガ、ナウマンゾウの骨などを展示

■料 100円（中・高校生は70円、小学
生は50円）

■問詫間町民俗資料館・考古館　
☎83－6877

　宗吉かわらの里展示館企画展
【讃岐国府跡を探る 9】
■時 7月11日（水）
～8月5日（日）
月曜休館　
※7月16日
　（月・祝）は開館、17日（火）休館
午前9時～午後5時

■料 15～64歳は100円
■問宗吉かわらの里展示館
☎56－2301

仁尾町図書館 夏休み上映会
■時 7月25日（水）
午後1時30分～2時30分

■場仁尾町文化会館
■内『ぴったんこ！ねこざかな』他
■問仁尾町図書館　☎56－9565
夏休み自由研究応援隊
■時 7月23日（月）午前10時～午後3時
■場みとよ未来創造館
■内自由研究相談窓口、工作コーナー
（要材料費）、特別体験教室（要
材料費）

■注特別体験教室は7月13日（金）まで
に往復はがきで申し込みが必要

■申■問かがわ源内ネットワーク
　　080－5664－4606

四国学院大学オープンキャンパス
■時 7月16日（月・祝）
午前11時～午後3時30分

■問四国学院大学（善通寺市）
　 0120－459－433

■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「かいけつゾロリ
　　　　　ZZのひみつ」

おやじバンド大集合！！

■時 7月7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９月９日（日）
開演 午後2時

■料【全席自由席】一般　1,000円
　　　高校生以下　　500円

■出 ALL G’s、京極テリーズ、
高松千春

募集

75歳の歯科健診が始まります
　健康的な食生活を維持するためには、
80歳になっても自分の歯を20本以上保つ
ことが推奨されています（8020運動）。歯
と口のケアは、むし歯や歯周病の予防だけ
でなく、全身の健康を守るためにも大切な
ことです。
　平成30年4月1日時点で75歳の被保険
者（昭和17年4月2日から昭和18年4月1日
までの誕生日）の人は、後期高齢者医療制
度で歯科健康診査を無料で受けることが
できます。対象者には広域連合から受診
券を７月頃に送付しますので、自分の口腔
の状態を知るためにも必ず受診しましょう。
■問県後期高齢者医療広域連合事務局　
☎087－811－1866

かいけつゾロリの映画最新作！

数々のコンクールで優秀な成績をおさめている
BLUE－HAWKS。80人を超えるマーチングバンド
による圧巻の演技と演奏をお楽しみください。
■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
※未就学児は入場無料

茨城県立大洗高等学校マーチングバンド部
「BLUE - HAWKS」 

受付期間
随時受付中

7月1日（日）
～9月7日（金）

自衛官候補生
一般曹候補生

区　分

海上・航空自衛隊
航空学生

イベント

7
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申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局　☎56－5880

♥

＆
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■販■売■開■始■日■時 7月8日（日）
　　　　　午前9時～午後3時

※先着順。１億円販売時点で終了
【くじ付き商品券】
　通常商品券10,000円の購入ごと
にくじが1回引け、当たりが出たら
1,000円分の商品券をプレゼント
■販■売■期■間 7月9日（月）～12月28日（金）
　　　　午前9時～午後5時
　　　※くじ2，000枚で終了

■使■用■期■限いずれも購入時から6カ月
■販■売■場■所商工会各事務所
■問市商工会　☎72－3123

四国学院大学専門学校
オープンキャンパス
【セラピードッグ・IT介護体験】
■時 7月14日（土）
午前10時～午後1時30分

■問四国学院大学専門学校　
　　0120－72－5192

笠田高校講習会
【子ども手芸教室
　フェルトの小物を作ろう】
■時 7月28日（土）午前9時～正午
■対小学生とその保護者
■数 10人　※先着順
■受7月2日（月）～13日（金）
午前9時～午後4時30分

■持裁縫道具
■申■問笠田高校　☎62－3345

香川県移住フェア in 東京 2018

■時 7月15日（日）
午前11時～午後4時

■場東京交通会館
■対香川県へU I Jターンを検討して
いる人

■内香川県への移住相談窓口（三豊市
の参加あり）など

■問県移住・定住推進協議会事務局
☎087－832－3125

　

三豊市商品券の発売
【プレミアム付き商品券】
■販■売■価■格１セット10,000円
　　　（10,500円分の商品券）

■販■売■限■度１人５セットまで

■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7月の保健・相談

５月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数20件（-9）死者数１人（１）負傷者数21人（-4）

四国学
オープ
【

笠田高
【子【子

香川県

■■■■■■■■■

三豊市
【プ【プ 火葬場の休場日（８月）

■時８月８日（水）、24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

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

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
みとよ未来創造館
豊中庁舎
詫間福祉センター
市民センター三野（インパルみの隣）
市民センター仁尾

2日（月）

4日（水）

9日（月）

11日（水）
18日（水）
2日（月）

11日（水）

18日（水）
20日（金）

10:00～13:00
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）

17日（火）

～

31日（火）

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
そがわ医院
かもだ内科クリニック
　塩田歯科医院
上枝循環器内科クリニック
クニタクリニック 
　曽川歯科医院
森川整形外科病院
渡辺ハートクリニック内科 
　タカシ歯科クリニック
西香川病院
辻整形外科医院  
山地外科医院
宮崎内科医院  
　小林歯科医院
みずた内科
石川医院  
　さいとう歯科医院 

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

62－2357
23－4976
25－3872
23－7010
25－1577
62－2002
72－5661
23－2022
24－4618
72－5121
57－1100
72－2577
25－1280
83－6333
83－7218
54－5511
27－9328

1日(日)

8日(日)

15日(日)

16日(月)

22日(日)

29日(日)

その他

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
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

5日（木）

9日（月）

18日（水）

20日（金）

24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

日　程 時　間 場　　所
詫間福祉センター
三野町保健センター
みとよ未来創造館
市民センター仁尾

9：30～11：00

19日（木）
24日（火）
25日（水）
30日（月）

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
市民交流センター
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
仁尾町文化会館
山本町保健センター

13：30～15：00

9日（月）
10日（火）
11日（水）
17日（火）
20日（金）
24日（火）
27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

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

月のお知らせ7

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
11日（水）
18日（水）
24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

三豊市 奇跡の絶景 フォトコンテスト 英語でうどん作り体験教室

■時 8 月６日（月）午前 11時～午後 2時
■場マリンウェーブ
■料会員：1,000円
一般：1,500円

■数先着 30 人（要予約）
■持エプロン

詳しくはホームページをご覧ください。
www.mitoyo-kanko.com

税務課からのお知らせ

☆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。

　三豊市の魅力！
「奇跡の絶景」を世界に
アピールしませんか。

　アメリカの姉妹都市
の学生と一緒に、うど
ん作りを体験しません
か。英語が話せなくて
も大丈夫！

７月は、

の納付月です。

☆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31日 （火）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

（５月受付分）心温まる贈りもの

亀山　春幸

加地　保廣

次田　眞理子

高瀬町

山本町

山本町

山本小学校へ

グループさくら

国際ソロプチミスト観音寺

国民健康保険税（普通徴収）
介 護 保 険 料（普通徴収）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）
固 　 定 　 資 　 産 　 税　

（全期前納および第１期分）
（全期前納および第１期分）
（全期前納および第１期分）
（第2期分）

作品例

■応■募■期■間７月20日（金）～８月25日（土）
■結■果■発■表９月中旬頃、入賞者へ直接通知します。
　　　各入賞作品は、マリンウェーブ内にて展示します。

■賞最優秀賞1作品・優秀賞4作品・佳作10作品

参加者
募集！

作品募集！

※　　　　　は、健診結果相談会を兼ねています。
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