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▶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

防犯活動の委託団体募集
　「自分たちで考え実施する防犯活
動」をテーマとした事業（1事業30万
円以内）を募集します。
■対構成員 5人以上で、1年以上の
活動実績などの一定条件を満た
す防犯ボランティア団体など

■数 8 事業程度（書類審査あり）
■受６月30日（水）まで（消印有効） 
申し込み用紙に必要事項を記入
し、県くらし安全安心課まで。
※申し込み用紙は県ホームページ
　からもダウンロード可

■申■問県くらし安全安心課
　☎087-832-3233

精神保健相談日　（要予約）
【思春期相談】
■時 5月10日（月）午後2時～
【心の健康相談】

■時 5月19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 5月21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
発達障がいの家族会
 「ハナミズキの会」　　（要予約）
■時 5月22日（土）
午前10時～11時30分

■場支援センターウィズ（観音寺市）
■対三豊市・観音寺市在住の人で、発
達障がいまたは特性があると思わ
れる人の保護者や家族など

■内勉強会、座談会
■申■問支援センターウィズ
　☎24-8111
　

統合失調症 家族教室　（要予約）

■時 5月12日（水）
午後1時30分～3時30分

■場西讃保健福祉事務所
■内当事者や家族などの交流会・情
報交換

■受 5月11日（火）まで

■問西讃保健福祉事務所
☎25-2052

パーキンソン病患者の集い
 「すみれ会」
■時 5月27日（木）
午後1時30分～3時30分

■場西讃保健福祉事務所
■対パーキンソン病患者や家族など
■内総会、交流会
■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　　　　（要予約）
■時 5月12日（水）
午前10時～午後3時

■場危機管理センター
■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

市総合体育館 5月健康教室
【健康相談と運動処方】
■時 5月2日(日)、16日（日）、23日（日）
午前9時～10時30分

5月6日（木）、 27日（木)
午前9時30分～11時

■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 5月16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　　
【バランスボール講座】(要予約) 
■時 5月2日（日）
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
香川大学サテライトセミナー
■時 5月20日（木）
午後6時30分～8時

■テ大震災の際に一人一人が出来る
こと、「自助」について

■時６月３日（木）
午後6時30分～8時

■テ自治体における住民参加
■場豊中町農村環境改善センター
■問香川大学事務局
☎087-832-1370

緑のカーテン育成講習会
■時 5月26日（水）
午後1時30分～

■場みとよ未来創造館
■数 30人
■受 5月21日（金）まで
■申■問環境衛生課　☎73-3007
視覚障がい者のためのパソコン
ボランティア育成講習会
■時 7月15日（木）
午前10時～午後4時30分、
16日（金） 午後1時～4時30分、
19日（月）、 26日（月）
午後1時30分～4時　 （全４回）

■場香川県視覚障害者福祉センター
■数５人
■対県内在住者 （その他要件あり）
■受 6月23日（水）まで
■申■込■方■法電話、またはFAX、メール
（①氏名②住所③生年月日④電話
番号⑤パソコン利用経験年数⑥
普段パソコンをどのように利用し
ているかを記載すること）

■申■問香川県視覚障害者福祉センター
　☎087-812-5563
　FAX087-861-1566
　メールk.shikaku@beach.ocn.ne.jp

　　三豊市文書館 ちょこっと展示
あの日の三豊
～１年前、コロナと闘った日々～

■時 5月22日(土)～6月20日（日）
午前９時～午後５時
※月曜、5月28日休館

■場文書館
■内１年前の市内
の様子を撮影
した写真など
の展示

■問文書館　☎63-1010

香川県断酒会
　アルコール依存症の家族と当事者
の交流会です。お気軽に参加くださ
い。
■時第3水曜日　午後6時～8時
■場山本町生涯学習センター
■問香川県断酒会
　　 090-2826-1692

■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

May
月のお知らせ

　　

５
※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。募集

相談

■時 5月19日（水）午前10時～正午
■料 受講料1,650円　材料費1,650円

■時 5月20日（木）午後1時～午後3時
■料 受講料1,650円　材料費1,100円

マリンウェーブカルチャー

イベント

不登校やひきこもりなどで悩んでいませんか？

観音寺市・三豊市合同就職説明会

　不登校やひきこもりの人とその家族が利用できる居場所を
紹介します 　市職員などを装って電話をかけ、医療費や

保険料を還付すると伝え、ＡＴＭ（現金自動預
け払い機）からお金を振り込ませようとする
などの詐欺事件や、口座情報、住所、家族構
成などの個人情報を聞き出そうとする不審電
話が県内でも多発しています。
　広域連合や市職員がＡＴＭの操作をお願い
することは絶対にありません。不審な電話が
あった場合は、最寄りの
警察署や県後期高齢者医
療広域連合、健康課へご
相談ください。

 香川県オリーブの会女子会・家族会 in 三豊
■時 5月18日（火）午後1時30分～3時30分
■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

※初めて参加する場合は、土曜日の午前10 時～午後 4時の間に事前に
　ご連絡ください。
リトリートたくま
■時毎週水曜日　午後１時～３時
■場詫間町詫間 677-11（分からない場合は、問い合わせください）
■問マインドファースト　　090-9455-9164
 支援センターウィズ
■時毎月第１・３火曜日　午後４時～５時30分
■場■問支援センターウィズ（観音寺市）　☎24-8111

その他

受付期間
5月11日（火）まで

6月11日（金）まで

一般曹候補生

医科・歯科幹部

区　分

マクロビオティックと薬膳で梅雨の養生食

■問 健康課　☎73-3014
県後期高齢者医療広域連合 ☎087-811-1866
三豊警察署　☎72-0110

傘タッセル

■時 5月15日（土）午後1時～4時
■場 ハイスタッフホール（観音寺市）
■対 大学・短大・専修学校・高校などの卒業予定者、既卒者、
UIJターンおよび中途採用希望者

■内 三豊市・観音寺市内の企業56社
が参加予定

■問 産業政策課 ☎73-3012

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ
振り込め詐欺にご注意ください

香川県防犯活動自主企画提案事業■H■P

◀  イメージ画像 

◀
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■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５月の保健・相談 月のお知らせ5

３月の市内交通事故発生状況（　）内は前月比　発生件数15件（＋5）死者数０人（－2）負傷者数14人（＋8）

※当日は事前に体温測定とマスクの着用をお願いします。手洗いや手指消毒を
　行いますので、早めにお越しください。

地域包括支援センター　☎73－3021脳きらり教室 
認知症予防の教室　□内「ゲームで脳をトレーニング①」

13：30～15：00

日　程 場　　所時　間
11日（火）
12日（水）
17日（月）
21日（金）
25日（火）
26日（水）
28日（金）

みとよ未来創造館
マリンウェーブ
三野町保健センター
財田町国保高齢者保健福祉支援センター
仁尾町文化会館
市民交流センター
山本町保健センター

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

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

10日（月）

12日（水）

17日（月）
19日（水）
6日（木）
10日（月）

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）
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

産業政策課　☎73－3012

農業委員会事務局 ☎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

17日（月）

インパルみの知 財 相 談 19日（水）

7日（金）

17日(月)

～

31日(月)
よろず三豊
サテライト

危機管理センター
インパルみの

12日（水）
19日（水）

福祉課　☎73－3015精神デイケア
精神障がい者などに社会参加の機会を提供し、社会生活の適応性を高める場

10:00～11:30 豊中町保健センター
13:30～15:00

日　程 場　　所時　間
 12日(水）
19日（水）
26日（水）

※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 医療機関名 電話番号市町名
永野内科医院
森内科医院
　小林歯科医院
みやしたファミリークリニック
小山医院 
そがわ医院
富田内科医院
上枝循環器内科クリニック
クリニック池田
石井医院 
小林整形外科医院
　よしだ歯科クリニック
西香川病院
国土外科医院
　小野歯科医院
橋本病院
河田医院 
　中島歯科医院
岩崎病院
おざきこどもクリニック
　おおした歯科医院

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

74-6018
25-7363
83-6333
73-4976
25-2354
62-2357
24-0180
23-7010
23-1500
73-6100
25-7311
25-8773
72-5121
25-0290
72-3888
63-3311
25-3668
25-3069
83-6011
24-6789
83-7106

2日(日)

3日(月)

4日(火)

5日(水)

9日(日)

16日(日)

23日(日)

30日(日)

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
三豊市役所

14日（金）
24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

地域包括支援センター　☎73－3021みとよ元気運動塾
転倒予防のための運動教室
※当日は事前に体温測定とマスクの着用をお願いします。手洗いや手指消毒を
　行いますので、早めにお越しください。

10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：00
10：00～11：30
13：30～15：00
10：00～11：30
10：00～11：30
13：30～15：00

日　程 場　　所時　間

6日（木）

12日（水）

14日（金）

19日（水）

31日（月）

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
二ノ宮農業構造改善センター
三野町保健センター
仁尾町文化会館
マリンウェーブ
市民交流センター
みとよ未来創造館

税務課からのお知らせ

問い合わせ　税務課　☎73－3006▼

社会福祉協議会へ

（３月受付分）心温まる贈りもの
　このたび、次の方より善意の寄附をいただきま
した。厚くお礼申し上げます。

 （敬称略・順不同）

小笠原　弘子　　（財田町）
吉津小学校児童会

　認知症が気になる人、認知症の人とその家族、医療・福祉
の専門職など、誰もが気軽に集える場所です。
※事前に申し込みが必要です。
※必ず自宅で体温測定を行い、参加時にはマスクの着用をお願いします。

■料100円
■問地域包括支援センター　☎73-3021

日　程 時　間

19日（水）

20日（木）

21日（金）

13:30～14:30

14:00～15:00

13:00～14:30

場　所

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）

仁尾町文化会館

オレンジかふぇのお知らせ (５月）

健康相談 健康課　☎73－3014
血圧測定、尿検査、健診結果や生活習慣病の予防、禁煙などについての相談
※当日は事前に体温測定とマスクの着用をお願いします。
日　程 時　間 場　　所

山本町保健センター
詫間福祉センター
豊中町保健センター
三野町保健センター
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
みとよ未来創造館

9：30～11：00

12日（水）
13日（木）
14日（金）
17日（月）
18日（火）
20日（木）
26日（水）

高齢者あんしん相談 地域包括支援センター　☎73－3021
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
※当日は事前に体温測定とマスクの着用をお願いします。
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

10日（月）
11日（火）
13日（木）
19日（水）
20日（木）
24日（月）
26日（水）

火葬場の休場日（５月）

■問環境衛生課　☎73－3007

北部火葬場　　5月7日（金）、20日（木）
南部火葬場　　5月11日（火）、28日（金）

５月は、軽自動車税（種別割） の納付月です。

5月31日 (月)
口座振替日および納期限

☆軽自動車税を納付書で納めた人は、領収書
に車検時に必要な納税証明書がついていま
す。大切に保管してください。
☆口座振替で納めた人へは、６月中旬に納税
証明書(ハガキ）を送付いたします。
☆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。   

▲

申し込み・問い合わせ　三豊市観光交流局 ☎56－5880（火曜休館）
父母ヶ浜 フォトコンテスト

農協各支店でも受け付けます
■問福祉課　☎73-3015
長寿手帳を使ってみませんか
　香川県発行の
長寿手帳を65歳
以上の人に交付
しています。こ
の手帳を県内の
指定公共施 設
（栗林公園、県立
ミュージアム、県
立東山魁夷せとうち美術館など）で
提示すると、入場料・使用料などが
無料・割引になります。
　希望する人は、福祉課または各支
所で申請してください。

5月は赤十字会員増強運動月間です
　５月１日から1カ月間は、全国一斉
に赤十字会員増強運動が展開されま
す。
　日本赤十字社では、災害などで被
害を受けた人の救援活動や救急法の
講習、血液事業の推進、奉仕団・青
少年活動など、さまざまな事業を行
っています。これらの活動資金は、
日本赤十字社の会員に加入して納め
ていただく「会費」と「寄付金」によ
って支えられています。会員加入に
ご協力ください。

■目■標■額１世帯500円
※会費・寄付金は、福祉課、市内

■対県内在住の65歳以上の人
■持免許証など、年齢を確認できるもの
■問福祉課　☎73-3015

自治会集会所の建設事業費補助
金などの要望書を受け付けます
　令和4年度において①自治会集会
所の新築・改修②自治会の倉庫の建
設・購入③自治会集会所の用地の舗
装等を実施するための、それに係る
補助金を要望する自治会は、事前に
総務課にお問い合わせの上、10月29
日（金）までに要望書を提出してくだ
さい。

■申■問総務課　☎73-3000

予告

　父母ヶ浜で撮影した写真を
募集します。
　テーマは、「自然の恵み」
「海と空を繋ぐリフレクショ
ン」「壮大な夕日」です。
　未来の父母ヶ浜につながる
美しい作品を募集します。
　募集要項は、５月上旬にホ
ームページでお知らせしま
す。
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