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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

警察官募集（高校卒業程度）

■対平成2年4月2日から平成13年4
月1日までに生まれた人

■受 9月3日（月）～26日（水）まで
■申■問三豊警察署　☎72－0110

精神保健相談日
【思春期相談】（要予約）
■時 8月6日（月）　午後2時～
【心の健康相談】（要予約）
■時 8月16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 8月8日（水）、28日（火）
午前10時～午後3時

■場（8日）市役所西館
（28日）山本庁舎

■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 8月17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
総合失調症家族教室（要予約）

■時 8月29日（水）午後1時30分～
■場西讃保健福祉事務所
■対総合失調症の人の家族
■内病気の症状と治療、交流会
■受 8月27日（月）まで
■申■問西讃保健福祉事務所
　☎25－2052

市総合体育館8月健康教室
【初心者のためのトレーニング講座】
（要予約） 
■時 8月4日（土）
午前10時30分～11時30分
■内器具を使用した正しいトレーニ

ング方法の指導
■■料 200円
【バランスボール講座】（要予約） 
■時 8月19日（日）
午前10時30分～11時30分
■料 200円
【健康相談と運動処方】
■時 8月4日(土)、19日(日)
　　　　　 午前9時～10時30分
8月9日（木）午前11時～12時30分
8月24日(金)、31日（金）
　　　　　　午後1時～2時30分

■料200円
■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

■申■問市総合体育館　☎72－1500
山本町公民館  生涯学習講座
【スターウォッチング
　「月と惑星・夏の星座」】
■時 8月18日（土）午後8時～9時30分
■場山本ふれあい公園
■対一般（小学生以下は保護者同伴）
※雨天曇天の場合は、山本町生涯学
　習センターでビデオ学習
■申■問山本町公民館　☎63－1041
夏休み小学生卓球教室
■時 8月の火曜日と土曜日
午後7時30分～9時

■場高瀬町体育館
■対市内小学生
■持体育館シューズ、用意できる人は
ラケット

■問市体育協会事務局　☎56－6251
転ばぬ先のステップアップ教室
（豊中会場）
■時 9月13日～12月20日（月2～3回の木
曜日全10回）午後1時30分～3時

■場豊中町保健センター
■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 8月7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

発達障がいの家族会
「ハナミズキの会」（要予約）

■時 8月25日（土）
午前10時～11時30分

■場社会福祉法人ラーフ リール
観音寺市柞田町丙1060-1

■対三豊・観音寺市在住で、16歳以
上の発達障がい、または特性があ
ると思われる人の保護者、家族

■内座談会
■申■問支援センターウィズ
　☎24－8111

三豊総合病院8月健康教室（要予約）
【食べて治して、ハッピーライフ】
■時 8月10日（金）午前10時～正午

【腎臓病教室】
■時 8月16日（木）
午後3時30分～4時30分

【男性の調理実習】
■時 8月1日（水）
午前10時～12時30分

【夜間糖尿病教室】
■時 8月9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 8月8日（水）午後1時30分～2時
■テ「知っ得」ピロリ菌のすべて
■申■問健康管理センター
　☎52－3366

目の見えない方 見えにくい方の
ための福祉フェスタ2018

■時 8月5日（日）
午前10時～午後3時

■場県社会福祉総合センター
■問県視覚障害者福祉センター
　☎087－812－5563　
　　   う　た　づ　

第32回鵜足津福祉会ふれあい広場
■時 8月28日（火）午後6時～8時
■場高瀬荘
■内ステージイベント、バザーなど
■問高瀬荘　☎74－7811

AI・人工知能サマースクール（要予約）
　東京大学大学院松尾研究室から
講師を招き、人工知能の講義を行い
ます。詳細は、市ホームページまで。
■時 8月23日（木）～25日（土）
■場香川高専詫間キャンパス
■内人工知能の基礎的知識と技術
■対学生（高校生以上）で 3 日間通し
て参加できる人

■数 20人
■料1,000円（テキスト代、保険料含む）
■受 8月10日（金）まで
■申■問香川高専詫間キャンパス
　☎83－8507

笠田高校講習会（子ども料理教室）
【野菜を使ったおやつを作ろう】
■時 8月25日（土）午前9時～正午
■対小学生とその保護者
■数 8組 ※先着順
■受 8月1日（水）～10日（金）
午前9時～午後4時30分

■持エプロン、三角巾、タオル
■申■問笠田高校　☎62－3345
月見の宴
■時 9月22日（土）午後6時～9時
■場本山稲荷運動公園
■内抹茶接待、和太鼓演奏など
鴨鍋升席は要申込（1升5人）

■受 8月31日（金）まで
■申■問市商工会豊中支所　☎62－2275

■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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笠田高
【野【野

映画上映会「百年の時計」
鍵盤ハーモニカ
  　 ＆ トイピアノ
～小さな鍵盤の
　　不思議な世界～

十日谷正子・近藤佳穂子 
声楽ジョイント
コンサート

おやじバンド大集合！！

■時９月２日（日）
①午前10時30分　
②午後1時30分

■料【全席自由席】
シルバー（60歳以上）1,000円
一般　　　　前売り 1,300円
高校生以下　前売り　 800円

※一般・高校生以下は当日200円アップ。　

■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、
高松千春の3組

募集

オレンジかふぇ開催のお知らせ（8月）
　認知症が気になる人や認知症の人とその家族、
地域の人など、誰もが気軽に集える場所です。
　月替わりの講話やイベントをはじめ、個別の
相談ができます。お気軽にご参加ください。

吉津駐在所の一時閉鎖について
　三豊警察署吉津駐在所は施設の老朽化に伴い、
現在の場所で新築工事を行うことになりました。
　８月１日から平成31年３月をめどに駐在所を
一時閉鎖します。この間、市民の皆さんにはご不
便をおかけすることになりますが、事件や事故の
発生など緊急を要する場合は、110番に連絡をお
願いします。

■問三豊警察署　地域課　☎72－0110

働き方改革を推進する企業を支援します
　働き方改革関連法案により、時間外労働の上限
規制など労働法制は大きく変化しています。
　事業主の皆さんからの相談窓口として、香川県
経営者協会内に「香川県働き方改革推進支援セン
ター」が開設されました。お気軽にご相談ください。
■受■付■時■間  午前9時～午後5時
　　　　（土･日･祝日･年末年始を除く）
☎0800－888－4691（着信者払い）
E-mail : soudan@kagawakeikyo.jp■時 8月19日（日）

開演 午後２時
■料 一般500円　学生100円
■出 南川朱生、佐藤桂子

■時 9月1日（土）
開演 午後２時

■料 一般500円　学生100円

応募締め切り
随時受付中

9月7日（金）
まで

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

8

※参加費が100円～300円必要です。
■問地域包括支援センター　☎73－3017　

日程 時間 かふぇの名前 場所
13:00～
15:00
13:30～
15:30
14:00～
16:00
14:00～
16:00
13:00～
15:00

介護老人保健施設
白寿の杜
三野町保健センター
内 太陽の家
特別養護老人ホーム
優楽荘

豊中町保健センター

みんなの訪問看護
ステーション

はくじゅのもり

みの

やまもと

Caféとよなか

みんなのカフェ

 １日
（水）

 ８日
（水）

16日
（木）

21日
（火）

23日
（木）

市主催

オール香川ロケ
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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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下水道排水設備工事責任技術者
資格認定共通試験

■時10月16日（火）
午後2時～4時

■場高松テルサ
■受 8月31日（金）まで
■申■問香川県下水道協会
　☎087－839－2765

消費税軽減税率制度等説明会

■時 9月4日（火）・6日（木）
午後2時～3時30分

■場（4日）観音寺市役所
（6日）みとよ未来創造館
■内事業主を対象にした消費税の軽
減税率制度に関する説明会

■問観音寺税務署　☎25－2191

香川高等専門学校詫間キャンパス
オープンキャンパス
■時 8月5日（日）午前9時～11時45分
■対小・中学校、保護者、教員など
■問香川高専詫間キャンパス　
☎83－8516

四国学院大学 オープンキャンパス
■時 8月11日（土・祝）
午前11時～午後3時30分

■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（善通寺市）
　 0120－459－433

四国学院大学専門学校
オープンキャンパス
【見てみよう、介護の施設】
■時 8月18日（土）
午前10時～午後1時30分

■申■問四国学院大学専門学校　
　　　　0120－72－5192

香川看護専門学校
オープンキャンパス
■時 8月19日（日）午前9時～正午
■申■問香川看護専門学校（善通寺市）
　☎0877－63－6161

かがわーくフェア夏の就職面接会

■時 8月22日（水）午後1時～4時
■対平成31年3月の卒業予定者
（大学、短大、専修学校など）
および中途採用希望者

■場サンメッセ香川（高松市）
■内県内企業約130社による面接会
■問県就職・移住支援センター
☎087-802-4700

■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8月の保健・相談

６月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数17件（-3）死者数１人（０）負傷者数18人（-3）

香川高
オープ

香川看
オープ

下水道
資格認

四国学
オープ

四国学
■■■■■■■■■■8

かがわ

■■■■■■

消費税

■■

火葬場の休場日（９月）
■時９月５日（水）、28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

10日(金)
27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

日　程 医療機関名 電話番号市町名
小野医院 
今滝医院 
　しつかわ歯科医院
大西医院 
中央クリニック 
永康病院 
たしろ医院 
　野口歯科医院
安藤内科医院 
羽崎病院 
　おおした歯科医院
多田医院 
冨士クリニック 
　とよしま歯科医院 

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

83－8181
27－6218
83－6480
63－2081
25－0755
83－3001
25－8413
25－3900
72－5018
25－3382
83－7106
83－2121
25－3692
24－5775

5日(日)

11日(土)

12日(日)

19日(日)

26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
日　程 時　間 場　　所

詫間福祉センター
市民交流センター
三野町保健センター
市民センター仁尾
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
みとよ未来創造館

9：30～11：00

2日（木）
10日（金）
20日（月）
21日（火）
22日（水）
23日（木）
29日（水）

日　程 時　間 場　　所
マリンウェーブ
みとよ未来創造館
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
山本町保健センター
仁尾町文化会館
市民交流センター

13：30～15：00

8日（水）
14日（火）
17日（金）
20日（月）
24日（金）
28日（火）
29日（水）

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
豊中庁舎
山本町保健センター
詫間福祉センター
三野町保健センター

10:00～11:00

6日（月）
9日（木）
14日（火）
15日（水）
16日（木）
22日（水）
27日（月）

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8

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

フォトコンテスト 入賞作品発表！
外国語講座9月期

■講■座英会話・中国語・韓国語・
　スペイン語

■期■間 9月～12月（各クラス全12回）
■料会員：15,600円
一般：16,600円
（賛助会員費込み）

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。

　外国人講師や受講生とコミュニ
ケーションしながら、楽しく外国
語を学びましょう！

８月は、

の納付月です。

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

８月31日 （金）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

（６月受付分）心温まる贈りもの

近 藤 　 智
石 川 　 学
大平　博之

高瀬町
山本町
山本町

市　県　民　税（普通徴収）
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）

（第2期分）
（第2期分）
（第2期分）
（第2期分）

※　　　　　は、健診結果相談会を兼ねています。

受講生
募集

※どのクラスも
　初回見学無料です

【優秀賞】　
臼井哲（三豊市）、秋山智輝（丸亀市）
藪本祐香子（高松市）、大坪邦仁（宇多津町）

【佳　作】　
高島直宏（多度津町）、増田久美子（観音寺市）、
齋藤百合（観音寺市）、片岡加代（善通寺市）、
藪本祐香子（高松市）、鎌池和彦（さぬき市）、
立川崇一朗（岡山市）
　　　　 　　　　　　　　【敬称略・順不同】【最優秀賞】

新緑芽吹く飛泉
八木義樹（観音寺市） 入賞作品は8月中旬頃、マリンウェーブに展示します。

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）

 1日(水)
8日(水)
15日(水)
9月5日(水)
8月28日(火)

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

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

1日（水）

6日（月）

8日（水）

13日（月）

1日（水）
6日（月）
7日（火）
8日（水）
20日（月）

10:00～15:00
10:00～13:00
10:00～15:00
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 上高野文化センター

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

上高野文化センター
☎62－2377

西讃農業改良普及センター
☎62－3075

6日（月）

7日（火）

16日（木）

～

31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

1日（水）
15日（水）

你好！

春の部
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