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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

三豊ライオンズクラブ
国際平和ポスター募集

■■対11～13歳の児童・生徒
（令和２年11月15日時点）
■テ平和を奉仕で実現しよう
■■受参加申し込みは9月20日（日）まで
※作品の提出期限は10月20日（火）
■申■問三豊ライオンズクラブ事務局
　☎72-4487

精神保健相談日（要予約）
【思春期相談】
■時 9月14日（月）午後２時～
【心の健康相談】
■時 9月16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 9月18日（金） 午後1時～
■場三豊市役所
■■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
不動産鑑定無料相談会

■時10月２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

国民年金基金相談会

■時 9月30日（水）
午前10時～午後３時

■場危機管理センター
■内年金基金相談や手続きの受け付
け

■問全国国民年金基金香川支部
0120-65-4192

子ども・若者電話相談、来所相談

■時平日　午前8時30分～午後５時
■場市少年育成センター

■■対子ども・若者（3歳から20歳まで）、
家族、学校関係者など

■内生活・学習・人間関係などの悩み、
子育てに関わる心配事など

■相■談■番■号市少年育成センター
　　　☎62-1116

ＮＰＯ法人等運営のための相談
窓口 （要申込）

■時 9月16日（水） 午前10時～午後４時
（正午～午後１時を除く）
■場危機管理センター
■内ＮＰＯ法人の設立や市民活動に関
すること、団体運営・団体間の
協働に関することなど

■注相談時には必ず体温測定とマスク
の着用をお願いします。

■申■問県男女参画・県民活動課
　☎087-832-3204

「法の日」三士業合同無料相談会

■時10月３日（土）
午前10時～午後３時

■場ハイスタッフホール (観音寺市)
■内司法書士、土地家屋調査士、行
政書士による相談

■問香川県土地家屋調査士会
☎087-821-1836

市総合体育館 ９月健康教室
【健康相談と運動処方】

■時 9月５日（土)、 ９日（水)、 12日(土)、
19日(土)
午前９時～10時30分
24日（木） 午前10時～11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 9月19日(土)
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
【バランスボール講座】(要予約)
■時 9月12日（土）
午前10時30分～11時30分

■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
■申■問市総合体育館　☎72-1500
三豊総合病院９月健康教室
　　　　　　　　　　　（要予約）
【腎臓病教室】
■時 9月17日（木）
午後３時30分～４時30分

【糖尿病教室】
■時 9月18日（金）
午後３時～４時

■注参加時にはマスクの着用をお願
いします。今年は調理実習、試
食会は行いません。

■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 9月16日（水） 
午後１時30分～２時

■テ高齢になっても病気になっても
この地域で暮らしましょう

■問健康管理センター　☎52-3366

介護予防教室
【転ばぬ先のステップアップ教室】
①豊中会場
■時10月8日～１月28日
 （月１～３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

②高瀬会場
■時10月20日～１月26日
 （月１～３回の火曜日 全10回)
午後１時30分～３時

■場みとよ未来創造館
■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
（前年受講した人を除く）
■数 20人
■受９月１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

みとよ創業塾　（要申込）
市創業支援事業補助金などの申請
には、講座受講が要件となります。
（原則、7回全て参加できる人）
■時10月20日（火）、 22日（木）、 27日
（火）、 29日（木）、 11月5日（木）、10
日（火）、 12日（木） 午後7時～9時 
※最終日のみ午後6時～9時

■場市商工会本所 （インパルみの）
■対市内で創業を考えている人、創業
後5年未満の人

■数 20人
■申■問市商工会　☎72-3123
空き家対策セミナー （要申込）

■時10月７日(水)
午後１時30分～４時30分

■場①県庁ホール
②危機管理センター(サテライト会場)

■数①150人、 ②12人（先着順）
■受９月23日（水） まで
■申■問県住宅課　☎087-832-3583

■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
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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。

受付期間
随時受付中

９月10日（木）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

募集

宝くじの助成金で整備しました
　　　　　宝くじの助成
金を受けて、下高瀬自主
防災会が防災資機材を整
備しました。

■問危機管理課
☎73-3119

歩いてするサッカー
　　　　ウォーキングフットボール
　運動不足の人や楽しく体を動かしたい人は、年齢・
性別問わずぜひご参加ください。
■時 9月21日（月･祝）午後６時～ ※雨天決行
■場緑ヶ丘サッカー場、市総合体育館
■数 30人　■料 300円
■問市総合体育館　☎72-1500

■料 シルバー（60歳以上）1,000円
一般 1,300円　高校生以下800円

■時 9月27日（日）
①午前10時30分～
②午後１時30分～

映画
「ばあばは、だいじょうぶ」

スポーツトレーナーによる健康講座
「ダイエットのメカニズム
　 ～１カ月で９㎏減量した方法教えます！～」

人生 100 年時代、健康に過ごすお手伝い

■時 9月13日（日) 午前10時～11時
■講 高木　駿（身体+研 代表トレーナー）
■料 500円　※要申込

相談

要申込
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■場たかせ人権福祉センター
■問香川県オリーブの会事務局
☎087-802-2568
（毎週土曜日 午前10時～午後4時）

薬膳教室二ノ宮

■時令和2年10月～
令和３年３月の
毎月木曜日
（月2回の4カ月間）
午前９時～正午
または午後１時～４時

■場高瀬町公民館 二ノ宮分館

香川県オリーブの会
女子会・家族会 in 三豊
　ひきこもりに悩む当事者や家族の
交流会です。
家族の会
■時９月８日（火）午後1時30分～４時
■場たかせ人権福祉センター
当事者の会
■時９月２日（水）、16日（水）
午後１時～４時

■内東洋医学を活かした、病気になり
にくい体づくりのための薬膳レシ
ピについてなど

■料市内在住者 : 20,000円
市外在住者 : 30,000円

■受 9月１８日（金）まで
■申■問高瀬茶業組合薬膳部
　☎56-6001

フォトコンテスト 入賞作品決定！！
紫雲出山の桜保全募金付き
　　　アジサイ

　紫陽花のドライフラワーを販売します

■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９月の保健・相談 月のお知らせ９

※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　　

問い合わせ　税務課 ☎73－3006▼

税務課からのお知らせ

７月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比 発生件数17件（＋6）死者数１人（０）負傷者数22人（＋8）

イベント
香川県
女子会

9月は、

9月30日(水)
口座振替日および納期限

の納付月です。

（第2期分）
（第3期分）
（第3期分）
（第3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)

☆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。

▲

問い合わせ　
　三豊市観光交流局　☎56－5880（火曜休館）

フォトコンテスト 入賞作品 ・
　　　　　　　　　 アジサイ

　　　　　紫陽花のドライフラワー販売

薬膳教

■

「花も雪化粧」
真鍋　学（丸亀市）

【優秀賞】
石角尚義（三豊市）、上杉孝徹（観音寺市）、森江正（善通
寺市）、佐藤雄二（四国中央市）

【市長特別賞】 　谷口浩之（高松市）
【観光特別賞】 　箸方陽子（多度津町）
【佳作】
中西洋一（三豊市）、三木雅也、白川典雄（観音寺市）、
大池孝志（まんのう町）、大矢根島武（三木町）

【敬称略・順不同】

【最優秀賞】

絶景カレンダーの部

日　程 医療機関名 電話番号市町名
岩崎病院
やまじ呼吸器内科クリニック
パール歯科クリニック
今川内科医院
よねいクリニック
　漆川歯科医院
藤田脳神経外科医院
クニタクリニック
　まきの歯科医院
そがわ医院
高室医院
嶋田内科医院
辻整形外科医院
かしづかクリニック
宮崎内科医院
　浪越歯科医院

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

83-6011
54-5588
25-8025
62-2052
52-3800
54-2077
72-1135
25-1577
23-2848
62-2357
25-8311
73-5178
57-1100
82-9000
25-1280
82-5555

6日(日)

13日(日)

20日(日)

21日(月)

22日(火)

27日(日)

　紫雲出山の紫陽花で桜募金を行います。
　剪定された紫陽花をドライフラワーによみがえらせ、
市内の店舗で販売します。
その売り上げの一部が紫
雲出山の保全活動に使用
されます。

販売場所
シーズナル　スタンド
Seasonal stand
ドライフラワー専門店
(仁尾町・父母ケ浜沿い)

販売時間
午前11時30分～
　　午後6時30分
（売り切れ次第終了）

（７月受付分）心温まる贈りもの

社会福祉協議会へ三豊市へ

　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）

明治安田生命保険相互会社

火葬場の休場日（９月）

■問環境衛生課　☎73－3007

北部火葬場 9月1日（火）、17日（木）
南部火葬場 9月9日（水）、29日（火）

藤岡　隆雄
林 　　秀昭
城中 　春樹

（三野町）
（三野町）
（仁尾町）

９月開催の以下の相談・教室は、中止となります。
電話相談は受け付けていますので、各相談窓口にご連
絡ください。
健康相談 健診結果や生活習慣病の予防、禁煙などについての相談

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■問健康課 ☎73-3014

もの忘れなどの電話相談窓口
　　　　　■問認知症の人と家族の会 香川県支部
　　　 　　　　☎087-823-3590（24時間対応）

精神デイケア・こころの相談
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についての相談
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■問福祉課 ☎73-3015

　利用者が訪問する店舗やイベントなどでQRコー
ドを読み込んで、訪問履歴を蓄積します。感染者
が発生した場合、同日訪問した人に接触の可能性
をお知らせします。

みとよ元気運動塾・高齢者あんしん相談
脳きらり教室・オレンジかふぇ
「介護保険のことが知りたい」「お金の管理が不安」「物忘れが心配」「振
り込め詐欺や消費者被害のことが心配」などの心配事についての相談
　　　　　　■問地域包括支援センター ☎73-3017

アジサイ

アジサイ

相 談 名 日　　程 時　　間 場　　　　所 問い合わせ
13：00～15：00
9：00～12：00
13：00～15：00
9：00～12：00
10：00～12：00
13：00～15：00
13：00～15：00
10：00～13：00
9：00～12：00
10：00～13：00
10：00～15：00

市民センター三野
市民センター仁尾
みとよ未来創造館
豊中庁舎
財田庁舎
山本庁舎
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

2日（水）

7日（月）

9日（水）
10日（木）
14日（月）
16日（水）
7日（月）

9日（水）

16日（水）

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

産業政策課　☎73－3012

農業委員会事務局 ☎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

14日（月）

7日（月）

16日(水)

～

30日(水)

よろず三豊
サテライト

危機管理センター
インパルみの

2日（水）
16日（水）

自分を守り、大切な人を守るため

新型コロナウイルス接触確認ツールを
活用しましょう

◆香川県「かがわコロナお知らせシステム」

◆厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ
　　　　　　　　 コ　コ　ア
　（略称COCOA）」

■問健康課　☎73-3014

かがわコロナお知らせシステム

▲ L I N Eアプリで香川県
新型コロナ対策パーソナル
サポートへの友だち登録

▲ iOS ▲Android

アプリダウンロードはこちらから
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