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税務課からのお知らせ
▶問い合わせ
　マリンウェーブ ☎56－5111マリンウェーブ情報
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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

刑務官募集
■■対平成3年4月2日～平成15年4月1
日に生まれた人または昭和55年
４月２日～平成3年４月１日に生ま
れた人

■■受７月21日（火）～30日（木）
■申■問高松刑務所庶務課
　☎087-821-6116

三観広域行政組合消防職員募集
■■対平成8年4月2日～平成15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７人程度
■受８月７日（金）～21日（金）
■試■験■日10月18日（日）
■申■問消防本部総務課　☎23-3970
三豊総合病院企業団職員募集

■申■問三豊総合病院　☎52-3366

第130期ボートレーサー募集

■応■募■資■格
年齢：15歳以上30歳未満
身長：175㎝以下
体重：男子49㎏以上57㎏以下
　　 女子44㎏以上52㎏以下
視力：裸眼で0.8以上

■受 9月11日（金）まで
■申■問日本モーターボート競走会
　丸亀支部　☎0877-24-4560

香川県空き家再生コンテスト
参加者募集

■対再生・利活用した空き家の所有
者、管理者など（詳しくはお問
い合わせください）

■受 9月30日（水）まで
■申■問県住宅課　☎087-832-3583

精神保健相談日（要予約）
【思春期相談】
■時 7月13日（月）午後2時～
【心の健康相談】
■時 7月15日（水）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 7月17日(金)　午後１時～
■場みとよ未来創造館

■■対16歳以上の本人または家族、関係
者など

■内生活や仕事などの悩み相談
■申■問福祉課　☎73-3015
司法書士会定例相談会（要予約）

■時 7月18日（土）午後１時～４時
■場丸亀市生涯学習センター
■内一般相談（相続、不動産登記な
ど)、法テラス相談、成年後見相
談（30 分無料）

■申■問香川県司法書士会
　☎087-821-5701

市総合体育館 7月健康教室
【健康相談と運動処方】
■時 7月4日(土)、12日（日）、16日（木）、
19日（日）、30日（木)
午前9時～10時30分

■内トレーニング機器を使った運動
■料 200円
【エルダー健康づくり教室】(要予約)
■時 7月19日(日)
午前10時30分～11時30分

■内器具を使ったトレーニング方法の
指導およびレクチャー

■料 200円　　■数 10人
【ボール遊び教室】
■時毎週火曜日
午後４時～５時 （3～６歳）
午後５時～６時 （小学１～３年）

■料 300円

【バランスボール講座】(要予約)
■時 7月12日（日）
午前10時30分～11時30分

■料 200円　　■数 10人
■申■問市総合体育館　☎72-1500
録音図書製作ボランティア
初級養成講習会

■時説明会：８月５日（水）
講習会：９月２日（水）～令和３年
１月27日(水) 毎週水曜（全20回）

■場県視覚障害者福祉センター
■■対講習会終了後はセンターのボラン
ティアとして活動できる人

■数 20人
■料テキスト代1,700円
■受８月21日（金）まで
■申■問県視覚障害者福祉センター
　☎087-812-5563

三豊総合病院 みとよサプリ
■時７月15日（水） 午後1時30分～2時
■テ新型コロナウイルス感染症予防について
■問三豊総合病院　☎52-3366
三豊総合病院7月健康教室（要予約）
【腎臓病教室】
■時７月16日（木）
午後３時30分～４時30分

■数先着10人
【糖尿病教室】
■時７月17日（金） 午後３時～４時

【肝臓病教室】
■時７月30日（木） 午後２時～４時
■申■問健康管理センター ☎52-3366

讃岐国府跡国史跡指定記念展
「讃岐国府ヒストリア」
■時 7月15日(水)～８月26日（水）
※月曜、8月１１日（火）休館
　8月10日（月・祝）は開館

■場宗吉かわらの里展示館

■料 15～64歳は100円
■問宗吉かわらの里展示館 ☎56-2301

自筆証書遺言書保管制度
　7月10日(金)から、法務局(遺言書
保管所）が遺言書を保管する「自筆証
書遺言書保管制度」がスタートします。
　ご自身の財産を家族へ確実に託す
方法の一つとして、ぜひご活用くだ
さい。
■問高松法務局観音寺支局
☎25-4528

■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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※新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、発熱または風邪の症状がある場合には、参加を控えていただくようお願いします。
なお、今後状況に応じてやむを得ず延期や中止になる可能性があります。お出かけになる前に、問い合わせ先にご確認ください。

その他

（５月受付分）
心温まる贈りもの

社会福祉協議会へ
安藤　 一男
片木　 寛治
宮川 　俊晴
藤田 　裕憲

（高瀬町）
（山本町）
（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）

三豊市へ

（観音寺市）
株式会社サムソン

受付期間
随時受付中
７月１日（水）～
９月10日（木）
※変更の可能性あり

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

募集

問い合わせ　税務課 ☎73－3006▼

火葬場の休場日（７月）

■問環境衛生課　☎73－3007

【北部火葬場】
■時７月９日（木）、21日（火）

【南部火葬場】
■時７月14日（火）、29日（水）

写真提供：
県埋蔵文化センター

台風シーズンにご注意ください
台風が接近する前に飛来物の予防をしましょう
　昨年、台風により、看板やトタン屋根、畑の表面を
覆うマルチシートなどが飛ばされ、電線に引っ掛かり
停電となる事例が発生しました。
　台風シーズン前に飛ばされるものは固定し、古くなっ
た屋根は修理するなど、事前の対策をお願いします。

台風通過後の事故防止のお願い
　切れて垂れ下がった電線や、
電柱や電線に巻き付いたシート
やトタンに触ると、感電などの
恐れがあり大変危険です。絶対
に近づかないで四国電力送配電
に連絡ください。

■問四国電力送配電
0120-410-805

　子どもたちが健やかに成長していくためには、適切な
運動、バランスの良い食事、十分な休養・睡眠が大切
です。簡単なようで結構大変ですが、きちんと取り組め
ている子どもほど、勉強や運動がよくできるというデー
タもあります。夏休み中は「早寝･早起き･朝ごはん」
を合言葉に、家族全員で生活習慣を見直しましょう。

▶問い合わせ　生涯学習課　☎73-3135 （東京電力ＰＧ提供）
▲飛来物による電柱被害

7・8月は「家庭教育啓発月間」です

　三豊市文化会館（マリンウェーブ）は、感染拡大防
止のために十分な対策を講じながら、施設の利用およ
びマリンウェーブ・カルチャーの講座を 6 月 1日から再
開しています。
　イベントや講座などの最新情報は、防災行政無線の
ほか、ホームページなどでお知らせ予定です。

みとよ未来技術基金へ
国際ソロプチミスト観音寺

７月は

７月31日（金）
口座振替日および納期限

の納付月です。

（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）
（全期前納および第１期分）

固 定 資 産 税
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)

☆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。

☆納期限内に納めましょう。
☆市税などの納付は、便利な口座振替をご利用く
　ださい。

区　分
看護師・行政職など
看護補助者

７月22日（水）
10月７日（水）

受付締切（必着）


