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ニューヨーク・シンフォニック・アンサンブルとの
共演ソリスト募集

　ふるさと学芸館では、市内各所から収集した観音寺市における考

古、歴史、民俗および自然科学に関する資料を、旧紀伊小学校校舎

に展示し、地域の歴史や文化を次世代に伝える活動を行います。

どんなことができる施設ですか？
・市内小・中学生の体験学習の場

・地域の人材（ふるさと講師）を発掘し、子どもから

大人までを対象に、教養・学習講座を開催

・観音寺市の特色を有する資料の収集や保存、展示

どんな部屋がありますか？
体験学習室、民俗資料展示室、考古資料展示室、研究室、

自然科学室、講義室、文化財整理室、ガイダンススペー

ス（図書室も兼用）だれでも、自由に見学ができます。

開館時間
正式オープンまでは

月曜日〜金曜日（祝日休館）

午前９時〜午後４時３０分問い合わせ先　文化振興課文化振興係　☎２３−３９４３

ふるさと学芸館が旧紀伊小学校に
１１月１日　一部オープン！

　平成２９年４月に開館する新しい観音寺市民会館大ホー

ル（１２００席）で同年７月に来日コンサートを行う、ニュ

ーヨーク・シンフォニック・アンサンブルと協奏曲を演

奏するソリストを募集します。

市職員を追加募集します観音寺市観光基本計画
策定委員を募集します！

市役所構内進入制限
１０月３日（月）～平成２９年１月３１日（火）予定

秘書課人事係　☎２３−３９１５

第一次試験日　１１月２７日（日）
受付期間　１０月７日（金）〜１０月２１日（金）（当日消印有効）

　　　　　午前８時３０分〜午後５時１５分

　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）

提出方法　秘書課に持参または郵送

　　　　　〒７６８−８６０１（住所記載不要）

　　　　　観音寺市秘書課人事係

試験案内・試験申込書　１０月３日（月）から市役所総合

案内所と秘書課、各支所で配布します。市

ホームページからもダウンロードできます。

注意：電話や電子メールでの請求は不可。詳しくは市

ホームページで確認してください。

　　　http://www.city.kanonji.kagawa.jp/

　市役所構内駐車場整備工事

（第２工区）のため西側進入口

から市役所への進入ができま

せん。また、工事期間中は、

市役所東側駐車場が臨時利用

者駐車場となります。

　ご迷惑をおかけしますが、

ご協力をお願いします。

総務課　☎２３−３９００

東側・西側進入口
午後１０時～午前７時進入禁止

　市役所構内夜間管理のため、

通行を制限します。

区　　分 人数 受験資格 試験の程度

看 護 師 １人

○昭和４７年４月２日以降に生ま
れた人

○看護師免許を有する人または
平成２９年３月３１日までに取得
できる見込みの人

短期大学
卒業程度

一般事務

（身体障がい
者対象）

１人

○昭和５７年４月２日以降に生ま
れた人

○介護者なしに職務の遂行がで
きる人（車いすでの執務可）

○身体障害者手帳の交付を受け
ている人

高等学校
卒業程度

　「観音寺市観光基本計画策定委員会」とは、観

音寺市のこれからの観光施策に対する基本的な

計画案を審議し、市長へ答申する役割を担う機

関です。市では、観光のまちづくりを進める上

で、市民の皆さんとともに計画を築き上げるこ

とが重要だと考え、市民の皆さんの意見を反映

させることを目的に、公募委員を募集します。

募集人員 若干名

応募資格

２０歳以上（平成２８年４月１日現在）の

市民で、市民目線に立った意見・提言

をいただける人

応募方法

応募申込書に必要事項（住所、氏名、

生年月日、作文等）を記載し、直接持

参またはメール、ＦＡＸで提出

公募委員募集要領、応募申込書は、市

ホームページからダウンロードまたは

商工観光課で配布

受付期間 １０月１１日（火）〜１０月３１日（月）

問い合わせ

申し込み先

商工観光課　☎２３−３９３３

　　　　　　ＦＡＸ２３−３９５６
shoukan@city.kanonji.lg.jp

応募条件　次の条件を満たす人（年齢不問）

　　　　　① 観音寺市出身または在住・在勤の人

　　　　　② 協奏曲を全曲演奏することが可能な演奏力

　　　　　　 を有する人

　　　　　③ 指揮者事前打ち合わせ、前日リハーサル、

　　　　　　 本番の３日間スケジュールが空けられる人

人　数　１人〜２人程度（常任指揮者ほかによる選考）

受　付　１１月３０日（水）締め切り（所定の応募申込書にて受付）

注　意　出演料はありません。演奏に関する費用は全て自己負担。

　　　　募集要項、申し込み方法など詳しくは問い合わせてください。

問い合わせ・申し込み先　市民会館準備事務所（文化振興課内）☎２３−３９３９
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移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等の
補助をしています

参加者募集！第３回移住者交流会
仲間を増やし、香川暮らしを楽しみませんか？

登録者募集！
「伴走型婚活支援事業 ちかこん」

　平成２８年４月１日から、観音寺市への移住を促進するため、移住者（転勤や

進学を除く、Ⅰ・Ｊ・Ｕターン者）に対して、民間賃貸住宅の家賃と入居時に必
要な初期費用の一部を補助しています。

対象　県外で３年（短期大学を卒業または

専修学校の専門課程を修了した人は

２年）以上居住した後、転勤、就学、

その他の一時的な居住でなく、本市

に定住する意思をもって平成２８年３

月１日以降に観音寺市に転入し、住

民基本台帳に記録されている人

問い合わせ・申し込み先

　政策部企画課　☎２３−３９１７

内容　家賃補助

　　　月額家賃の２分の１と２万円のどち

らか低い額（２年間）

　　※管理費、共益費、駐車場料金、町

内会費（自治会費）は除く

　　　一時金補助

　　　礼金、不動産取引手数料、家賃支払

保証料の２分の１について、６万円

を上限に１回限り

　　　※敷金、補修費などは対象外

　「移住者の知り合いが欲しい！」「香川県の暮らしの情報を

語り合いたい！」という移住者のみなさんにピッタリの交流

会です。移住者同士で情報交換をしましょう。ピザを作りな

がらの交流会なので、気軽に参加してください。

問い合わせ・申し込み先

　観音寺市企画課　☎２３−３９１７

　メール：ｋｉｋａｋｕｃｈｏｓｅｉ＠ｃｉｔｙ．ｋａｎｏｎｊｉ．ｌｇ．ｊｐ

主催　香川県移住・定住推進協議会

料金　無料

定員　２０名（定員に満たない場合は、当日参加も可）

日時　１１月１３日（日）午前１１時～午後１時

場所　とんしょキッチン

　　　（観音寺市観音寺町甲１１４０番地２）

対象　県外から香川県へ移住した人

　　　家族や夫婦、１人での参加も大歓迎！

　観音寺市大豊商工会婚活実行委員

会主催の伴走型婚活支援事業では、

真剣に結婚を考えている人をサポー

トします。

※ちかこん…近距離同士の婚活

内容　会員登録した男女に継続的な

出会いの場を提供（自己紹介

や男女別婚活セミナー、市内

観光ツアーなど）

対象　独身男性（２５歳～５０歳の市内

在住で定職に就いている人

または市内に勤務している人）

　　　独身女性（２５歳～５０歳）

問い合わせ・申し込み先

観音寺市大豊商工会婚活実行委員会

　　　　　　　　　☎５４−２１５９

登録料　男性３、０００円

　　　　女性２、０００円

登録締め切り　１０月２０日（木）

　　　　　　　締め切り後も随時受付

日時　１０月３０日（日）　午前９時３０分五郷ダム集合

　　　　　　　　　　午前１０時出発

内容　平家の落人の里といわれている有木地区に

は、その当時持ってきたといわれる陣太鼓

や県指定文化財の阿弥陀如来が伝えられて

いる。それらを見学し、史跡をめぐる。

　　　（約４㎞、３時間のコース）

定員　２０人（定員になり次第締め切り）

料金　１，０００円（昼食代含む）

申し込み・問い合わせ先

　　　観音寺市観光協会　☎２４−２１５０

　多くの人に観音寺市の魅力を知ってもらい、

地域に誇りをもってもらえるよう「観音寺地域

塾」を開催します。毎月違ったテーマで、講師

が楽しくお話をしてくれます。興味のある人は、

気軽に問い合わせてください。

　秋祭りによる交通渋滞が予想されるため、の

りあいバスを下記の日程で運休します。運休の

間、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力

をお願いします。

●市内循環線・粟井姫浜線・五郷高室線・箕浦

観音寺線

　１０月７日（金）、８日（土）、１４日（金）、１５日（土）

●伊吹線　１０月１日（土）

問い合わせ先

　地域支援課地域生活係　☎２３−３９４９

観　音　寺 大　野　原

伊　吹 １日、２日 内野々 １日、２日

常　磐
柞　田
豊　田

８日、９日

中　姫 ７日～９日

有　木
井　関
萩　原
中姫安井

８日、９日
木之郷
一ノ谷

９日、１０日

観音寺 １４日～１６日 花　稲 １４日、１５日

粟　井 １５日、１６日 大野原 １４日～１６日

室　本 ２２日、２３日 海老済
田野々
丸　井
福田原
青　岡

１５日、１６日
豊　　　浜

全　域 ７日～９日

場所　総合コミュニティセンター

　　　（世界のコイン館横）

定員　約４０人（定員になり次第締め切り）

料金　無料（交通費などは実費）

注意　１１月以降の講座の日時は、決定次第、

　　　受講者に直接連絡します。

問い合わせ・申し込み先

　　　観音寺市観光協会

　　　　　　　☎２４−２１５０

１０月４日（火）
午後１時３０分

室本の糀
こうじ

について

１１月 真念と遍路道

１２月 観音寺市と俳人

平成２９年１月 豊浜町の綿について

未定 雲辺寺散策

豊浜ちょうさ祭

　１０月７日（金）～９日（日）

受付　１１月３０日（水）まで（ちょうさ会館で受付）

発表　平成２９年１月下旬（受賞者に直接通知）

展示期間・場所

　平成２９年１月下旬～２月下旬

　ちょうさ会館

問い合わせ先　

　ちょうさ会館

　☎５２−５５００

　市のシンボル銭形砂絵の砂ざらえを行います。

事前申し込みは不要、スコップ（大人、子ども用）

は貸し出します。ぜひ参加してください。

日時　１０月３０日（日）

　　　午前８時３０分受付、午前９時開始

問い合わせ先

　商工観光課　　　

　☎２３−３９３３

かんおんじまち歩き　参加者募集 「観音寺地域塾」受講生募集

のりあいバスを運休します

秋祭り日程

さぬき豊浜ちょうさ祭写真コンテスト

秋季銭形砂ざらえ

観音寺の秘境有木を歩く
～８００年の歴史を探る～
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