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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
JICA海外協力隊春募集

■対開発途上国からの要請（ニーズ）
に基づき、それに見合った技術・
知識・経験を持ち、「開発途上国
の人のために活かしたい」と望む
人
※生年月日が1949年4月5日以降、
　1999年9月2日までの人
　（年齢により分野制限あり）
※いずれも日本国籍を持つ人

■受 4月3日（水）正午まで
■申■問 JICA四国　☎087-821-8825
　　HP「JICA海外協力隊」で検索
「青年国際交流事業」参加者募集
　内閣府では、平成31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/国際社会青年育成事業/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
　県子ども政策課
　☎087－832－3196

就農実践研修追加募集
■研■修■期■間 4月～2020年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かき

■専■門■コ■ー■ス野菜、果樹、花卉
■受 3月8日（金）まで
■数 10人
■申■問県立農業大学校 
　☎0877－75－1141

精神保健相談日（要予約）
【思春期相談】
■時 3月11日（月）午後2時～
【心の健康相談】
■時 3月28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5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

■問香川県不動産鑑定士協会事務局
☎087－822－8785

自殺対策強化月間
暮らしとこころの相談会
■時 3月8日（金）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■問香川県弁護士会
　☎087－822－3693

遺言・相続に関する無料法律相談
（要予約）

■時 4月15日（月）
午前10時～午後4時

■場香川県弁護士会館（高松市）
■相■談■方■法面接相談
　（1件30分以内）

■受 4月10日（水）まで
■申■問香川県弁護士会　
　　☎087－822－3693
多重債務者無料相談窓口

■時月曜日～金曜日
（祝日･年末年始を除く）
午前9時～午後5時
（正午～午後1時を除く）
■相■談■方■法電話相談
■相■談■番■号四国財務局多重債務者相談窓口
　　　☎087－811－7801（直通）

市総合体育館３月健康教室
【初心者のためのトレーニング講座】（要予約） 
■時 3月2日（土）
午前10時30分～11時30分
■料 200円
【バランスボール講座】（要予約） 
■時 3月10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 3月2日（土）、10日（日）、13日（水）、
24日（日）午前9時～10時30分
3月27日（水）午後3時～4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
手話通訳者養成講座

■受■講■期■間４月20日～
　　　2020年2月29日（全36回）

【受講者選考試験】
■時 4月6日（土）午前10時～正午
■場県聴覚障害者福祉センター
（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22日（金）まで

■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8日（金）午前10時～正午
■内調理実習（高齢期の食事）
■料 600円
【夜間糖尿病教室】
■時 3月14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20日（水）午後1時30分～2時
■テ健康寿命を長くするためにできる
こと～フレイルって知っていますか？～

■申■問健康管理センター ☎52－3366
介護福祉士実務者養成研修

（通信制）
■時 4月1日（月）～9月30日（月）
■受 3月31日（日）まで
※受付期間を過ぎても受講可能
　なコースもあります。

■料２万円～18万円　※取得済みの
資格によって違います。

■注教育訓練給付対象講座
■申■問四国学院大学専門学校
　 　0120－72－5192

視覚障害者のためのパソコンボラ
ンティア養成講習会　（要予約）
■時 5月16日（木）、17日（金）
午前10時～午後4時30分（全2回）

■場県視覚障害者福祉センター
（高松市）
■対基本的なパソコン用語を理解し、
その操作ができる人、視覚障が
い者へのパソコンボランティア活
動に参加できる人

■数 5人
■受 4月24日（水）まで
■申■問県視覚障害者福祉センター
　☎087－812－5563

保存切れの雑誌無料提供会

■時 3月16日（土）、17日（日）
午前10時～午後5時
※無くなり次第、終了

■場詫間町図書館
■問詫間町図書館　☎83－6828
第39回手話まつり

■時 3月17日（日） 
午前9時45分～午後4時

■場ハイスタッフホール
（観音寺市民会館）

　　　　　　　　　　　　　　　　ハンドサイン

■内手話パフォーマー「HANDSIGN」
によるアトラクション、講演会、福
引きなど

■料前売り一般1,200円、中高生1,000円
当日　一般1,500円、中高生1,300円

■問県聴覚障害者福祉センター
☎087－868－9200

■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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相談

自衛官

JICA

■■■■■■

　
「青年

精神保
【思【思春春

就農実
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

不動産
■■■■■■■■■4

三豊総
【食【食

■■■■■■■■■■■■
三豊総

■■■

介護福

視覚障
ンティ

保存切

■■■

第39
手話通

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

市総合
【初【初心心

自殺対
暮らし

　
遺言・

　

多重債

エディーの
コメディーパフォーマンス

宇崎竜童
弾き語りライブ

三浦祐太朗 Live Tour“47 MELODIES”

■時 3月28日（木）
開演 午後7時

■時６月８日（土）
開演　午後４時

募集

イベント

３

初の全国４７都道府県ツアー
熱唱のステージをお見逃しなく！！
さよならの向う側、いい日旅立ち、秋桜、ほか

■料【全席指定】
4,500円

■料 一般500円　学生100円

「広報みとよ」のアプリ配信を始めました！

■時３月２日（土）開演 午後３時
■料【全席指定】
前売り　4,500円　　当日　5,000円

■問秘書課　☎73－3001

　広報みとよをより多くの人に読んでもらえるよ
う、スマートフォンやタブレット向けの無料アプ
リ「マチイロ」での配信を
行っています。

※アプリは無料でダウンロードできますが、情報
　の受信には通信料が必要となります。

【主な機能】
・このアプリをダウンロードして
登録すると、いつでも広報紙を
読めるようになります。

・最新号が発行されると、アプリ
にお知らせが届きます。

・ページめくり、拡大縮小なども
簡単にできます。

応募締め切り

4月12日（金）

4月19日（金）

5月1日（水）

5月15日（水）

予備自衛官補
（一般・技能公募）
医科・歯科
幹部自衛官
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
一般曹候補生

区　分

▲アプリの
　ダウンロード
　はこちら

3月9日（土）から発売開始
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▲

申し込み・問い合わせ
三豊市観光交流局　☎56－5880（火曜休館）

♥

＆
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満濃池森林公園
公園の植物で草木染め教室
■時 3月24日（日）午前9時～正午
■数 25人（先着順）
■料 500 円
■受 3月4日（月）～15日（金）
■申■問満濃池森林公園管理事務所
　☎0877－57－6520

第10回宗吉史跡まつり

■時 3月31日（日）
午前11時～午後4時30分

■場宗吉瓦窯跡史跡公園
■内市内外陶芸クラブによる焼き物の
展示販売、子ども
古代体験コーナー、
能舞「西王母」
幽玄の世界

■問三野町公民館　☎73－3114　

香川運輸支局からのお願い

　年度末は窓口が混雑します。自動
車の検査、廃車、名義変更などの手
続きは、早めにお願いします。

■問香川運輸支局
検査関係　☎087－882－1355
登録関係　☎050－5540－2075

消費税軽減税率制度等説明会

■時 4月11日（木）、16日（火）
午前10時～11時

■場11日：豊中町農村環境改善センター
16日：観音寺市役所

■内軽減税率制度への理解を深め、準
備をするための説明会

■問観音寺税務署　☎25－2191

■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３月の保健・相談

満濃池
公園の

第10

■■■

香川運

消費税

■■■

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

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
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
みとよ未来創造館

9：30～11：00

7日（木）
8日（金）
13日（水）
14日（木）
18日（月）
19日（火）
27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
三野町保健センター
詫間福祉センター
山本町保健センター

10:00～11:00

4日（月）
12日（火）
14日（木）
20日（水）
25日（月）
27日（水）
28日（木）

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３

　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。

■料 100～300円　

火葬場の休場日（４月）
■時 4月10日（水）、26日（金）
■問環境衛生課　☎73－3007

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

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

7日（木）

11日（月）

15日（金）

20日（水）
26日（火）

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

１月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数15件（＋1）死者数０人（-１）負傷者数18人（＋1）

社会福祉協議会へ

（１月受付分）心温まる贈りもの

永田　富子
横澤　数弘

（山本町）
（三野町）

　このたび、次の皆さまより善意の
ご寄附をいただきました。厚くお礼
申し上げます。　　 （敬称略・順不同）

　春先から梅雨時期にかけて、霧の
発生が多くなります。海上で、濃霧
に遭遇したときは、安全な速力で航
行し、見張りを厳重にしてください。
　 ライフジャケットの常時着用
　 携帯電話などの連絡手段の確保
　 事故が発生したら、118番！
■問坂出海上保安署 ☎0877－46－5999

※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　　　

日程 時間 場　所
13:00～15:00

13:30～15:30

13:00～15:00

14:00～16:00

14:00～16:00

介護老人保健施設 白寿の杜（詫間町）

三野町保健センター内 太陽の家

豊中町保健センター

みんなの訪問看護ステーション（高瀬町）

　6日（水）

13日（水）

14日（木）

19日（火）

20日（水） 特別養護老人ホーム 優楽荘（山本町）

外国人のための「日本語講座」 外国語講座4月期

　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？

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
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
市民センター仁尾

4日（月）

6日（水）

11日（月）

13日（水）
20日（水）
4日（月）

13日（水）

20日（水）

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）

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

6日（水）
20日（水）

オレンジかふぇのお知らせ

■時 4月14日（日）～　毎週日曜日
午後２時～４時（休講日あり）

■場みとよ未来創造館
■対市内および近隣に住む外国人
■■料無料

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）

その他 『霧海難防止運動 3月1日～10日』

３月の開催日程
運営を希望する団体は、下記の説明会にお越しください。

ボランティアスタッフ募集
　カフェの運営を手伝ってくれるボラン
ティアを募集します。希望する人は
地域包括支援センターまでご連絡く
ださい。

随時
募集中

受講生
募集

■ク■ラ■ス 英会話・中国語・韓国語・スペイン語
■期■間 ４月～７月の週１回　各クラス 全12回
　（場所や曜日はクラスによって異なります。）

■■料 一般 16,600円（賛助会費込み）　
会員 15,600円

안녕하세요

Hola
Hello

你好

あ

い

に
ほ
ん
ご

う

運営事業者を募集します

運営事業実施者説明会
■時３月８日（金）午後１時30分～３時
■場危機管理センター
※オレンジカフェ運営事業に応募するためには、
　説明会への出席が必要です。

日　程 医療機関名 電話番号市町名
橋本病院
森内科医院
　はまだ歯科・矯正クリニック
岩崎病院
国土外科医院
　多田歯科医院
今川内科医院
富田内科医院
　たくま歯科医院
平林医院
河田医院 
嶋田内科医院
クリニック池田
　河田歯科医院
そがわ医院
もりの木おおにしクリニック
　しらい歯科クリニック

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

63－3311
25－7363
62－3500
83－6011
25－0290
25－3247
62－2052
24－0180
73－5581
83－2221
25－3668
73－5178
23－1500
23－1181
62－2357
25－3291
72－5237

3日（日）

10日（日）

17日（日）

21日（木）

24日（日）

31日（日）

★周りにお困りの人がいたら、
　ぜひ教えてあげてください。
★日本語教師を募集しています。（資格あり）

ボランティア講師がやさしく教えてくれます。

▲

申し込み・問い合わせ
　地域包括支援センター　☎73－3017
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