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医療機関名 電話番号 所在地
みとよ内科にれクリニック 25-1117 本大町1733-1
クリニック池田 23-1500 植田町1007-1
井上泌尿器科医院 23-2166 植田町1010
今滝医院 27-6218 粟井町2292-1
もりの木おおにしクリニック 25-3291 茂西町一丁目6-3
クニタクリニック 25-1577 柞田町甲1888-1
おざきこどもクリニック 24-6789 柞田町甲880-2
中央クリニック 25-0755 観音寺町甲3130-1
加藤耳鼻咽喉科医院 25-1771 観音寺町甲1221-1
河田医院 25-3668 茂木町五丁目5-32
かもだ内科クリニック 23-4976 坂本町七丁目10-10
久保田医院 27-6220 粟井町1295-1
国土外科医院 25-0290 古川町272
小林整形外科医院 25-7311 柞田町甲606-4
小山医院 25-2354 村黒町173
近藤眼科医院 24-1640 柞田町甲602
島田皮膚科医院 25-7865 昭和町一丁目11-15
せと耳鼻咽喉科医院 25-3250 観音寺町甲3375-3
たかしま耳鼻咽喉科 23-2325 植田町1010
たしろ医院 25-8413 南町五丁目4-63
たけうち皮フ科クリニック 23-4112 植田町355-1
田中眼科医院 25-2822 観音寺町甲1087-76
辻整形外科医院 57-1100 池之尻町137
清水病院 25-3749 柞田町甲1425-1
富田内科医院 24-0180 柞田町甲915
西岡耳鼻咽喉科クリニック 25-4976 植田町359
羽崎病院 25-3382 栄町三丁目4-１
日野外科医院 25-1301 柞田町丙1602-1
松井病院 23-2111 村黒町739
冨士クリニック 25-3692 観音寺町甲3002
高室医院 25-8311 高屋町803-1
細川整形外科医院 25-4290 植田町1803番地3
松房医院 27-8833 本大町819-2
三野小児科医院 25-7788 吉岡町10-1
宮崎内科医院 25-1280 観音寺町甲3393
森内科医院 25-7363 八幡町1-5-33
渡辺ハートクリニック内科 23-2022 植田町1010
石川医院 54-5511 大野原町大野原2111-1
香川井下病院 52-2215 大野原町花稲818-1
門脇医院 54-2011 大野原町萩原1286
やまじ呼吸器内科クリニック 54-5588 大野原町大野原4112-1
ひうち荘 54-5101 大野原町内野 3々94番地1
業天医院 52-3636 豊浜町姫浜280-12
合田循環器内科医院 52-5566 豊浜町姫浜493-1
よねいクリニック 52-3800 豊浜町姫浜703
三豊総合病院 52-3366 豊浜町姫浜708
観音寺国民健康保険
伊吹診療所 29-2110 伊吹町986

医療機関名 電話番号 所在地
安藤内科医院 72-5018 高瀬町上勝間1654-1
石井医院 73-6100 高瀬町比地1315-1
白井病院 72-3131 高瀬町上高瀬1339
高橋皮膚科医院 73-5161 高瀬町新名943-2
永野内科医院 74-6018 高瀬町下麻1383-1
藤川医院 74-7977 高瀬町羽方672-1
高瀬第一医院 72-3850 高瀬町上高瀬1260
藤田脳神経外科医院 72-1135 高瀬町新名971-1
みやしたファミリー
クリニック 73-4976 高瀬町下勝間2013-2

森川整形外科病院 72-5661 高瀬町下勝間1623-1
かしづかクリニック 82-9000 高瀬町下勝間2324
三豊市立西香川病院 72-5121 高瀬町比地中2986-3
石光耳鼻咽喉科クリニック 56-6555 豊中町比地大667-1
池田外科医院 62-3151 豊中町笠田笠岡2136
今川内科医院 62-2052 豊中町笠田竹田285-3
上枝循環器内科クリニック 23-7010 豊中町上高野1906-3
そがわ医院 62-2357 豊中町下高野1091
ぬまはら皮ふ科 56-6500 豊中町比地大2621
まるお眼科 62-1736 豊中町上高野3923-3
嶋田内科医院 73-5178 三野町下高瀬2770
山地外科医院 72-2577 三野町下高瀬920-1
岩崎病院 83-6011 詫間町松崎2780-426
小野医院 83-8181 詫間町詫間6815-5
多田医院 83-2121 詫間町詫間1338-23
平林医院 83-2221 詫間町詫間413-1
細川病院 83-2211 詫間町松崎1639-１
水田医院 84-6217 詫間町大浜甲1880
みずた内科 83-7218 詫間町松崎301
村上医院 83-2006 詫間町詫間5488
三豊市立永康病院 83-3001 詫間町詫間1298-2
介護老人保健施設みの荘 72-1200 三野町大見乙91-8
おおくら医院 82-3353 仁尾町仁尾辛39-13
大西医院 63-2081 山本町大野2854-5
高井医院 63-2041 山本町財田西377-4
橋本病院 63-3311 山本町財田西902-1
しのはら医院 56-7222 山本町財田西348-1
三豊市立国民健康保険
粟島診療所 84-7009 詫間町粟島913

三豊市国民健康保険
財田診療所 67-3800 財田町財田上2141

一般社団法人

香川県三豊市豊中町本山甲201番地1
0875-62-2211　     0875-62-22170875-62-2211　     0875-62-22170875-62-2211　     0875-62-22170875-62-2211　     0875-62-2217
http://www.kanonji-mitoyo-med.or.jp/

観音寺市の皆さんに
三豊・観音寺市医師会の紹介

地域の皆さんへの主な活動としましては

会長   國土 修平
三豊･観音寺市医師会は三豊市と観音寺市の二つの行政区
にまたがっており､約１７０名の医師会員で構成されています。
診療所、病院など各医療機関が規模や地域を超えて互いに
連携を保ち､地域の医療レベルの向上を図り､地域住民の健
康を守るため､より良い医療が提供できるよう多くの活動を
行っております。

三豊市立西香川病院 三豊市立西香川病院は平成12年
旧高瀬町が国から前身の国立療

養所を引き継ぎ､当医師会に運営を委託している150床の病院です。
合併後も三豊市の指定管理者として当医師会が引き続き経営、運営
にあたっており､特に認知症と回復期リハビリテーションを中心に、地
域医療に貢献しています。診療科は､精神科､リハビリテーション科、
内科であり､入院部門として認知症病棟､回復期リハビリテーション
病棟､介護療養病棟の計150床、外来部門として精神科、内科の外来
と認知症デイケア施設（50名）､また介護保険部門として居宅介護支
援事業所と小規模デイサービス（10名）があります（令和2年4月1
日時点）。
医師会では増加する認知症への対応として｢地域もの忘れ相談医」シ
ステムを作り､かかりつけ医の認知症対応力向上と､専門医療機関と
の連携を行っています。西香川病院は専門医療機関のひとつとして
認知症の診断､治療､逆紹介といったかかりつけ医との連携だけでな
く､家族の介護相談や介護指導にもあたっています｡また､平成23年
には県の地域型認知症疾患医療センターに指定され､医療だけでな
く行政や福祉と連携して地域での認知症対策を進めています。

病診連携活動

その他
当医師会では､地域の皆さんにより良い医
療サービスを提供するため当地区基幹病

院である三豊総合病院や三豊市立西香川病院、三豊市立永康病院、
四国こどもとおとなの医療センターなどと医療連携を行って診療に当
たっております。
ご病気になられた時や怪我をされた時､ご近所のホームドクターであ
る｢かかりつけ医｣に受診していただき､難しい病気や詳しい検査、高度
な医療が必要な場合､患者さんの希望される上記の連携病院や専門
医などに紹介いたします。そしてそこでより精密な検査や治療を受け
ていただき状態が落ち着きましたら｢かかりつけ医｣に逆紹介がありご
近所のホームドクターで再び治療ができるような｢病診連携システム｣
を構築しております。
また､連携病院の開放病床に入院した場合は連携病院の医師と紹介
元の｢かかりつけ医｣がー緒に主治医となって二人主治医制で診療す
るシステムも確立されております。

私達､医師会員の医療機関は、「一次救急｣
と言い地域で発生しました急な病気や怪

我の最初の診療をする所となっております。私達が診察をして､精密な
検査､大きな手術､高度な治療､生命に直接かかわるような状況の場合
は､｢二次救急｣､｢三次救急｣の行える大病院に紹介搬送する仕組みが
出来ております｡そして､そこの病院で治療を受けていただき､その後病
状が落ちつきますと｢かかりつけ医｣である紹介元の医療機関に逆紹
介が行われます｡このように地域で一体となって対応しておりますの
で､どうぞ安心して､遠慮なく受診下さい。

●市民の皆さんの健康増進を図るため健康
教育講演会を開催し、また医師会ホーム

ページ上にも、新しい医療情報を掲載しております。
●医療の安全確保のため研修会を行い地域医療の安全性の向上に

努めております。
●学校医として、学校検診の実施､学校保健委員会、中学生を対象と

したヘリコバクターピロリ除菌事業への参加などを通して、子ども
たちの心身の健全な育成に努めております。

●小児生活習慣病健診におけるデーター解析に基づき児童への生
活習慣改善提案や行政が実施しておりますMyカルテ事業にも関
連する情報提供を行っております。

●行政が実施している乳幼児健診､特定健診､がん検診、小児生活
習慣病健診などの検診活動や予防接種事業、Mｙカルテ事業など
に協力参加しております。

●日曜､祭日､正月などの休日当番医制度に参加し､地域住民への休
日救急医療の提供や三豊広域介護認定審査会のメンバーとして介
護認定審査に参加しております。

●地域産業保健センターを設置し、会員産業医を通じ各種企業従業
員の健康に資するよう対応しております。

●近い将来発生が予測されております東南海､南海地震や大規模災
害時の住民の健康･安全を守るため市民災害フォーラムの開催や
三豊･観音寺両市で16ヶ所の応急救護所を設定し､その連携が行
えるように衛星電話も設置しております。

医師会立三豊准看護学院 当学院は准看護師を養成する2
年課程の専門の学校です｡歴史

は明治42年の三豊郡看護婦養成所にさかのぼることができます。
昭和37年より三豊准看護学院となり､現在まで続いています｡
当学院一学年の定員は20名、志望者資格は、中学校以上を卒業また
は、卒業見込みの方となっております。但し留学生の受け入れは、出来
ません。高校や大学を卒業し社会生活を経験したあと、准看護師を
目指して入学する社会人入学も増えています。
卒業すると准看護師試験の受験資格が得られ､試験に合格すると県
から准看護師の免許が与えられます｡准看護師は全国的に不足して
おり､三豊市や観音寺市の当地区でも自宅から通勤できる病･医院、
介護施設で准看護師として仕事につくことができます。
当学院は地域で勤務できる准看護師の養成を目的にしていますが、
准看護師になってからも看護専門学校に進学または、働きながら看
護師になる道も自由に選ぶこともできます。

◆詳しくは､三豊･観音寺市医師会ホームページ
http://www.kanonji-mitoyo-med.or.jp/をご覧ください。

　入学願書等のお問い合せは三豊准看護学院
　TEL 0875-62-4100までお電話ください。

救急対応

●三豊市●観音寺市

三豊・観音寺市医師会　身近なお医者さん

医 師 会
三 豊・観 音 寺 市

かかりつけ医を持ちましょう。 令和2年4月1日現在
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医療機関名 電話番号 所在地
みとよ内科にれクリニック 25-1117 本大町1733-1
クリニック池田 23-1500 植田町1007-1
井上泌尿器科医院 23-2166 植田町1010
今滝医院 27-6218 粟井町2292-1
もりの木おおにしクリニック 25-3291 茂西町一丁目6-3
クニタクリニック 25-1577 柞田町甲1888-1
おざきこどもクリニック 24-6789 柞田町甲880-2
中央クリニック 25-0755 観音寺町甲3130-1
加藤耳鼻咽喉科医院 25-1771 観音寺町甲1221-1
河田医院 25-3668 茂木町五丁目5-32
かもだ内科クリニック 23-4976 坂本町七丁目10-10
久保田医院 27-6220 粟井町1295-1
国土外科医院 25-0290 古川町272
小林整形外科医院 25-7311 柞田町甲606-4
小山医院 25-2354 村黒町173
近藤眼科医院 24-1640 柞田町甲602
島田皮膚科医院 25-7865 昭和町一丁目11-15
せと耳鼻咽喉科医院 25-3250 観音寺町甲3375-3
たかしま耳鼻咽喉科 23-2325 植田町1010
たしろ医院 25-8413 南町五丁目4-63
たけうち皮フ科クリニック 23-4112 植田町355-1
田中眼科医院 25-2822 観音寺町甲1087-76
辻整形外科医院 57-1100 池之尻町137
清水病院 25-3749 柞田町甲1425-1
富田内科医院 24-0180 柞田町甲915
西岡耳鼻咽喉科クリニック 25-4976 植田町359
羽崎病院 25-3382 栄町三丁目4-１
日野外科医院 25-1301 柞田町丙1602-1
松井病院 23-2111 村黒町739
冨士クリニック 25-3692 観音寺町甲3002
高室医院 25-8311 高屋町803-1
細川整形外科医院 25-4290 植田町1803番地3
松房医院 27-8833 本大町819-2
三野小児科医院 25-7788 吉岡町10-1
宮崎内科医院 25-1280 観音寺町甲3393
森内科医院 25-7363 八幡町1-5-33
渡辺ハートクリニック内科 23-2022 植田町1010
石川医院 54-5511 大野原町大野原2111-1
香川井下病院 52-2215 大野原町花稲818-1
門脇医院 54-2011 大野原町萩原1286
やまじ呼吸器内科クリニック 54-5588 大野原町大野原4112-1
ひうち荘 54-5101 大野原町内野 3々94番地1
業天医院 52-3636 豊浜町姫浜280-12
合田循環器内科医院 52-5566 豊浜町姫浜493-1
よねいクリニック 52-3800 豊浜町姫浜703
三豊総合病院 52-3366 豊浜町姫浜708
観音寺国民健康保険
伊吹診療所 29-2110 伊吹町986

医療機関名 電話番号 所在地
安藤内科医院 72-5018 高瀬町上勝間1654-1
石井医院 73-6100 高瀬町比地1315-1
白井病院 72-3131 高瀬町上高瀬1339
高橋皮膚科医院 73-5161 高瀬町新名943-2
永野内科医院 74-6018 高瀬町下麻1383-1
藤川医院 74-7977 高瀬町羽方672-1
高瀬第一医院 72-3850 高瀬町上高瀬1260
藤田脳神経外科医院 72-1135 高瀬町新名971-1
みやしたファミリー
クリニック 73-4976 高瀬町下勝間2013-2

森川整形外科病院 72-5661 高瀬町下勝間1623-1
かしづかクリニック 82-9000 高瀬町下勝間2324
三豊市立西香川病院 72-5121 高瀬町比地中2986-3
石光耳鼻咽喉科クリニック 56-6555 豊中町比地大667-1
池田外科医院 62-3151 豊中町笠田笠岡2136
今川内科医院 62-2052 豊中町笠田竹田285-3
上枝循環器内科クリニック 23-7010 豊中町上高野1906-3
そがわ医院 62-2357 豊中町下高野1091
ぬまはら皮ふ科 56-6500 豊中町比地大2621
まるお眼科 62-1736 豊中町上高野3923-3
嶋田内科医院 73-5178 三野町下高瀬2770
山地外科医院 72-2577 三野町下高瀬920-1
岩崎病院 83-6011 詫間町松崎2780-426
小野医院 83-8181 詫間町詫間6815-5
多田医院 83-2121 詫間町詫間1338-23
平林医院 83-2221 詫間町詫間413-1
細川病院 83-2211 詫間町松崎1639-１
水田医院 84-6217 詫間町大浜甲1880
みずた内科 83-7218 詫間町松崎301
村上医院 83-2006 詫間町詫間5488
三豊市立永康病院 83-3001 詫間町詫間1298-2
介護老人保健施設みの荘 72-1200 三野町大見乙91-8
おおくら医院 82-3353 仁尾町仁尾辛39-13
大西医院 63-2081 山本町大野2854-5
高井医院 63-2041 山本町財田西377-4
橋本病院 63-3311 山本町財田西902-1
しのはら医院 56-7222 山本町財田西348-1
三豊市立国民健康保険
粟島診療所 84-7009 詫間町粟島913

三豊市国民健康保険
財田診療所 67-3800 財田町財田上2141

一般社団法人
観音寺市の皆さんに
三豊・観音寺市医師会の紹介

地域の皆さんへの主な活動としましては

会長   國土 修平
三豊･観音寺市医師会は三豊市と観音寺市の二つの行政区
にまたがっており､約１７０名の医師会員で構成されています。
診療所、病院など各医療機関が規模や地域を超えて互いに
連携を保ち､地域の医療レベルの向上を図り､地域住民の健
康を守るため､より良い医療が提供できるよう多くの活動を
行っております。

三豊市立西香川病院 三豊市立西香川病院は平成12年
旧高瀬町が国から前身の国立療

養所を引き継ぎ､当医師会に運営を委託している150床の病院です。
合併後も三豊市の指定管理者として当医師会が引き続き経営、運営
にあたっており､特に認知症と回復期リハビリテーションを中心に、地
域医療に貢献しています。診療科は､精神科､リハビリテーション科、
内科であり､入院部門として認知症病棟､回復期リハビリテーション
病棟､介護療養病棟の計150床、外来部門として精神科、内科の外来
と認知症デイケア施設（50名）､また介護保険部門として居宅介護支
援事業所と小規模デイサービス（10名）があります（令和2年4月1
日時点）。
医師会では増加する認知症への対応として｢地域もの忘れ相談医」シ
ステムを作り､かかりつけ医の認知症対応力向上と､専門医療機関と
の連携を行っています。西香川病院は専門医療機関のひとつとして
認知症の診断､治療､逆紹介といったかかりつけ医との連携だけでな
く､家族の介護相談や介護指導にもあたっています｡また､平成23年
には県の地域型認知症疾患医療センターに指定され､医療だけでな
く行政や福祉と連携して地域での認知症対策を進めています。

病診連携活動

その他
当医師会では､地域の皆さんにより良い医
療サービスを提供するため当地区基幹病

院である三豊総合病院や三豊市立西香川病院、三豊市立永康病院、
四国こどもとおとなの医療センターなどと医療連携を行って診療に当
たっております。
ご病気になられた時や怪我をされた時､ご近所のホームドクターであ
る｢かかりつけ医｣に受診していただき､難しい病気や詳しい検査、高度
な医療が必要な場合､患者さんの希望される上記の連携病院や専門
医などに紹介いたします。そしてそこでより精密な検査や治療を受け
ていただき状態が落ち着きましたら｢かかりつけ医｣に逆紹介がありご
近所のホームドクターで再び治療ができるような｢病診連携システム｣
を構築しております。
また､連携病院の開放病床に入院した場合は連携病院の医師と紹介
元の｢かかりつけ医｣がー緒に主治医となって二人主治医制で診療す
るシステムも確立されております。

私達､医師会員の医療機関は、「一次救急｣
と言い地域で発生しました急な病気や怪

我の最初の診療をする所となっております。私達が診察をして､精密な
検査､大きな手術､高度な治療､生命に直接かかわるような状況の場合
は､｢二次救急｣､｢三次救急｣の行える大病院に紹介搬送する仕組みが
出来ております｡そして､そこの病院で治療を受けていただき､その後病
状が落ちつきますと｢かかりつけ医｣である紹介元の医療機関に逆紹
介が行われます｡このように地域で一体となって対応しておりますの
で､どうぞ安心して､遠慮なく受診下さい。

●市民の皆さんの健康増進を図るため健康
教育講演会を開催し、また医師会ホーム

ページ上にも、新しい医療情報を掲載しております。
●医療の安全確保のため研修会を行い地域医療の安全性の向上に

努めております。
●学校医として、学校検診の実施､学校保健委員会、中学生を対象と

したヘリコバクターピロリ除菌事業への参加などを通して、子ども
たちの心身の健全な育成に努めております。

●小児生活習慣病健診におけるデーター解析に基づき児童への生
活習慣改善提案や行政が実施しておりますMyカルテ事業にも関
連する情報提供を行っております。

●行政が実施している乳幼児健診､特定健診､がん検診、小児生活
習慣病健診などの検診活動や予防接種事業、Mｙカルテ事業など
に協力参加しております。

●日曜､祭日､正月などの休日当番医制度に参加し､地域住民への休
日救急医療の提供や三豊広域介護認定審査会のメンバーとして介
護認定審査に参加しております。

●地域産業保健センターを設置し、会員産業医を通じ各種企業従業
員の健康に資するよう対応しております。

●近い将来発生が予測されております東南海､南海地震や大規模災
害時の住民の健康･安全を守るため市民災害フォーラムの開催や
三豊･観音寺両市で16ヶ所の応急救護所を設定し､その連携が行
えるように衛星電話も設置しております。

医師会立三豊准看護学院 当学院は准看護師を養成する2
年課程の専門の学校です｡歴史

は明治42年の三豊郡看護婦養成所にさかのぼることができます。
昭和37年より三豊准看護学院となり､現在まで続いています｡
当学院一学年の定員は20名、志望者資格は、中学校以上を卒業また
は、卒業見込みの方となっております。但し留学生の受け入れは、出来
ません。高校や大学を卒業し社会生活を経験したあと、准看護師を
目指して入学する社会人入学も増えています。
卒業すると准看護師試験の受験資格が得られ､試験に合格すると県
から准看護師の免許が与えられます｡准看護師は全国的に不足して
おり､三豊市や観音寺市の当地区でも自宅から通勤できる病･医院、
介護施設で准看護師として仕事につくことができます。
当学院は地域で勤務できる准看護師の養成を目的にしていますが、
准看護師になってからも看護専門学校に進学または、働きながら看
護師になる道も自由に選ぶこともできます。

◆詳しくは､三豊･観音寺市医師会ホームページ
http://www.kanonji-mitoyo-med.or.jp/をご覧ください。

　入学願書等のお問い合せは三豊准看護学院
　TEL 0875-62-4100までお電話ください。

救急対応

●三豊市●観音寺市

三豊・観音寺市医師会　身近なお医者さん

医 師 会
三 豊・観 音 寺 市

かかりつけ医を持ちましょう。 令和2年4月1日現在
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医療機関名 電話番号 所在地
アイ・ヤマ二調剤薬局 56-3411 豊浜町姫浜870－1

いずみや調剤薬局 25-4407 出作町1117-4

エコ調剤薬局 観音寺店 24-5655 植田町字高木404-4

快生堂くにた調剤薬局 24-1339 柞田町甲606-1

快生堂茂木調剤薬局 57-5117 茂木町5-2-3

快生堂豊浜調剤薬局 56-3260 豊浜町姫浜865-1

快生堂薬局本店 25-3606 観音寺町甲1157-1

きづな調剤薬局 24-4976 村黒町768-3

ケイ･アイ薬局 52-1818 豊浜町姫浜830

京町薬局観音寺店 56-0001 八幡町1-5-32

コスモ調剤薬局観音寺店 24-8191 坂本町7-5-21

ことひき薬局 56-0062 南町5-4-66

サンシャインスター薬局 57-5315 柞田町甲841

スター薬局 大野原店 23-6001 大野原町大野原4113-1

スター薬局 柞田店 56-1280 柞田町甲1939-10

そうごう薬局観音寺店 25-6551 栄町3-5-2

第健調剤薬局 56-3477 豊浜町姫浜844-2

ナショナル調剤薬局 56-0012 高屋町803-1

ナショナル薬局 54-5544 大野原町萩原1333-5

はないな薬局 56-3181 大野原町花稲815-2

日野薬局 25-6195 栄町1-2-14

ひまわり調剤薬局 大野原 56-4120 大野原町大野原2105-3

ひまわり調剤薬局 春日 24-3863 観音寺町甲2987

ひまわり調剤薬局 三豊 52-5100 豊浜町姫浜863-2

姫浜調剤薬局 52-1733 豊浜町姫浜869-1

ヒロ調剤薬局 56-3193 大野原町花稲815-1

ファーマシィ薬局観音寺 57-6860 植田町1008-1

ファーマシィ薬局観音寺第2 57-6120 植田町1930

フジヤ中央調剤薬局 57-6800 観音寺町甲3132

ふじや薬局 25-2884 観音寺町甲2993-1

医療機関名 電話番号 所在地
あおぞら調剤薬局 56-5208 詫間町松崎303-5

宇川薬局 72-5022 高瀬町新名672-1

うぐいす薬局 63-8303 山本町財田西342-1

ＮＰまとば薬局 83-8100 詫間町詫間414-6

快生堂さぬき豊中調剤薬局 23-7700 豊中町上高野1904-3

快生堂羽方調剤薬局 57-3530 高瀬町羽方659-3

香川漢方薬局 72-0667 高瀬町新名963-1

かさだ薬局 62-2262 豊中町笠田竹田285-7

かりん薬局 みの 56-2125 三野町下高瀬920-2

神原薬局 63-2024 山本町辻328-3

京町薬局 高瀬店 74-8202 高瀬町下麻1382-1

クオール薬局三豊店 24-9288 詫間町松崎2780-35

坂上調剤薬局 56-5066 詫間町詫間1338-108

ジョイ薬局 73-5131 高瀬町新名982-1

すなどめ薬局 83-6132 詫間町詫間610-6

関薬局 83-2255 詫間町松崎680

そうごう薬局 さぬき詫間店 56-5361 詫間町詫間1298-3

そうごう薬局 さぬき豊中店 56-6521 豊中町下高野1090

ひいらぎ調剤薬局 56-6600

23-6286

豊中町比地大政本2622-1

ひかり薬局詫間店 詫間町松崎1639－1

ひとみ調剤薬局 仁尾店 82-5331 仁尾町仁尾辛39-12

ひまわり調剤薬局 高瀬 56-2150 高瀬町 上高瀬1380-4

ひまわり調剤薬局 豊中 56-6201 豊中町笠田笠岡2131-4

ひまわり調剤薬局 浜田 56-5031 詫間町詫間6814-14

ひまわり薬局 西香川 56-2128 高瀬町比地中2982-3

みどり調剤薬局 63-4704 山本町財田西902-4

医療機関名 電話番号 所在地
もとだい調剤薬局 23-3366 本大町1721-1

ヤマ二薬局 23-0502 昭和町1-6-41

かかりつけ医を持ちましょう。 令和2年4月1日現在

歯科医師会
観 音 寺 市

薬剤師会の事業内容

一般社団法人香川県薬剤師会

ごあいさつ
会長   矢野 禎浩

●三 豊 市

●観 音 寺 市
一般社団法人 香川県薬剤師会　身近な薬局・薬店

薬 剤 師 会
観 音 寺 ・ 三 豊

かかりつけ医を持ちましょう。 令和2年4月1日現在

●薬剤師の職能向上に関する事業
●公衆衛生の普及及び指導に関する事業
●医薬分業の質の向上とかかりつけ薬局の育成
●学校薬剤師活動の充実・活性化
●地域保健活動への協力・参加
●介護の支援及び在宅医療への積極的な取り組み
●かかりつけ薬剤師の育成・健康サポート薬局への取り組み
●フレイル予防における栄養指導・生活指導・運動指導

病気の治療や予防･健康維持のために薬は欠かせない物です。
私たち薬剤師は薬学を基礎とした専門的な立場から、皆様の健
康増進にかかわっています。
今年度から後期高齢者の健診項目にフレイルが入ってきました。
フレイルとは筋力などの身体機能が低下し、心身ともに弱ってき
た状態で介護が必要となる手前の段階をさします。ただきちんと
栄養をとり定期的な運動を続けることで健康な状態を取り戻す
ことができるということをしっかり指導して介護状態になるのを
予防していくことがこれからの薬剤師の役割です。また教育現場
では、学校薬剤師として市内学校や幼稚園の保健･公衆衛生の
管理に努めるとともに、薬物乱用防止や喫煙防止教育にもあたっ
ています。
今後とも市民の皆様のお役に立てる薬剤師の育成に努め、地域
医療の向上に貢献できるような事業活動に取り組む所存です。
一層のご支援･ご協力をお願いし、ご挨拶とさせて頂きます。

歯科医院名 住 所 電話番号
小川歯科医院 大野原町中姫2040-1

漆川歯科医院 大野原町大野原3816-1

藤村歯科医院 大野原町大野原1356-1

うすき歯科医院 豊浜町姫浜650-17

久保歯科クリニック 豊浜町和田浜821-1

）約予要（ータンセ健保科歯内院病合総豊三 豊浜町姫浜708

歯科医院名 所在地 電話番号
あらき歯科クリニック 柞田町乙201-1 (玉田)

いその歯科クリニック 木之郷町118-1

大西ただし歯科クリニック 吉岡町587-1

かもだ歯科医院 坂本町5-19-33

河田歯科医院 栄町1-2-10

クロダ歯科医院 茂木町3-6-37

ごうだ歯科医院 粟井町1106-3

さいとう歯科医院 粟井町391-1

塩田歯科医院 観音寺町(中央町)甲3130-1

タカシ歯科クリニック 坂本町3-7-21

高田歯科クリニック 柞田町甲1041-3(下出)

多田歯科医院 出作町1108-4

とよしま歯科医院 植田町608-1

豊永歯科クリニック 吉岡町13-5

中島歯科医院 観音寺町(七間橋町)甲2942-4

野口歯科医院 柞田町乙1947-1(山田)

パール歯科クリニック 南町5-5-7

まきの歯科医院 柞田町乙2092-1 (山田)

森 歯科医院 昭和町3-1-8

よしだ歯科クリニック 高屋町562-1

歯科医師会
三豊（大野原町、豊浜町）
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医療機関名 電話番号 所在地
アイ・ヤマ二調剤薬局 56-3411 豊浜町姫浜870－1

いずみや調剤薬局 25-4407 出作町1117-4

エコ調剤薬局 観音寺店 24-5655 植田町字高木404-4

快生堂くにた調剤薬局 24-1339 柞田町甲606-1

快生堂茂木調剤薬局 57-5117 茂木町5-2-3

快生堂豊浜調剤薬局 56-3260 豊浜町姫浜865-1

快生堂薬局本店 25-3606 観音寺町甲1157-1

きづな調剤薬局 24-4976 村黒町768-3

ケイ･アイ薬局 52-1818 豊浜町姫浜830

京町薬局観音寺店 56-0001 八幡町1-5-32

コスモ調剤薬局観音寺店 24-8191 坂本町7-5-21

ことひき薬局 56-0062 南町5-4-66

サンシャインスター薬局 57-5315 柞田町甲841

スター薬局 大野原店 23-6001 大野原町大野原4113-1

スター薬局 柞田店 56-1280 柞田町甲1939-10

そうごう薬局観音寺店 25-6551 栄町3-5-2

第健調剤薬局 56-3477 豊浜町姫浜844-2

ナショナル調剤薬局 56-0012 高屋町803-1

ナショナル薬局 54-5544 大野原町萩原1333-5

はないな薬局 56-3181 大野原町花稲815-2

日野薬局 25-6195 栄町1-2-14

ひまわり調剤薬局 大野原 56-4120 大野原町大野原2105-3

ひまわり調剤薬局 春日 24-3863 観音寺町甲2987

ひまわり調剤薬局 三豊 52-5100 豊浜町姫浜863-2

姫浜調剤薬局 52-1733 豊浜町姫浜869-1

ヒロ調剤薬局 56-3193 大野原町花稲815-1

ファーマシィ薬局観音寺 57-6860 植田町1008-1

ファーマシィ薬局観音寺第2 57-6120 植田町1930

フジヤ中央調剤薬局 57-6800 観音寺町甲3132

ふじや薬局 25-2884 観音寺町甲2993-1

医療機関名 電話番号 所在地
あおぞら調剤薬局 56-5208 詫間町松崎303-5

宇川薬局 72-5022 高瀬町新名672-1

うぐいす薬局 63-8303 山本町財田西342-1

ＮＰまとば薬局 83-8100 詫間町詫間414-6

快生堂さぬき豊中調剤薬局 23-7700 豊中町上高野1904-3

快生堂羽方調剤薬局 57-3530 高瀬町羽方659-3

香川漢方薬局 72-0667 高瀬町新名963-1

かさだ薬局 62-2262 豊中町笠田竹田285-7

かりん薬局 みの 56-2125 三野町下高瀬920-2

神原薬局 63-2024 山本町辻328-3

京町薬局 高瀬店 74-8202 高瀬町下麻1382-1

クオール薬局三豊店 24-9288 詫間町松崎2780-35

坂上調剤薬局 56-5066 詫間町詫間1338-108

ジョイ薬局 73-5131 高瀬町新名982-1

すなどめ薬局 83-6132 詫間町詫間610-6

関薬局 83-2255 詫間町松崎680

そうごう薬局 さぬき詫間店 56-5361 詫間町詫間1298-3

そうごう薬局 さぬき豊中店 56-6521 豊中町下高野1090

ひいらぎ調剤薬局 56-6600

23-6286

豊中町比地大政本2622-1

ひかり薬局詫間店 詫間町松崎1639－1

ひとみ調剤薬局 仁尾店 82-5331 仁尾町仁尾辛39-12

ひまわり調剤薬局 高瀬 56-2150 高瀬町 上高瀬1380-4

ひまわり調剤薬局 豊中 56-6201 豊中町笠田笠岡2131-4

ひまわり調剤薬局 浜田 56-5031 詫間町詫間6814-14

ひまわり薬局 西香川 56-2128 高瀬町比地中2982-3

みどり調剤薬局 63-4704 山本町財田西902-4

医療機関名 電話番号 所在地
もとだい調剤薬局 23-3366 本大町1721-1

ヤマ二薬局 23-0502 昭和町1-6-41

かかりつけ医を持ちましょう。 令和2年4月1日現在

歯科医師会
観 音 寺 市

薬剤師会の事業内容

一般社団法人香川県薬剤師会

観音寺市大野原町大野原1260-1
0875-54-5250

ごあいさつ
会長   矢野 禎浩

●三 豊 市

●観 音 寺 市
一般社団法人 香川県薬剤師会　身近な薬局・薬店

薬 剤 師 会
観 音 寺 ・ 三 豊

かかりつけ医を持ちましょう。 令和2年4月1日現在

●薬剤師の職能向上に関する事業
●公衆衛生の普及及び指導に関する事業
●医薬分業の質の向上とかかりつけ薬局の育成
●学校薬剤師活動の充実・活性化
●地域保健活動への協力・参加
●介護の支援及び在宅医療への積極的な取り組み
●かかりつけ薬剤師の育成・健康サポート薬局への取り組み
●フレイル予防における栄養指導・生活指導・運動指導

病気の治療や予防･健康維持のために薬は欠かせない物です。
私たち薬剤師は薬学を基礎とした専門的な立場から、皆様の健
康増進にかかわっています。
今年度から後期高齢者の健診項目にフレイルが入ってきました。
フレイルとは筋力などの身体機能が低下し、心身ともに弱ってき
た状態で介護が必要となる手前の段階をさします。ただきちんと
栄養をとり定期的な運動を続けることで健康な状態を取り戻す
ことができるということをしっかり指導して介護状態になるのを
予防していくことがこれからの薬剤師の役割です。また教育現場
では、学校薬剤師として市内学校や幼稚園の保健･公衆衛生の
管理に努めるとともに、薬物乱用防止や喫煙防止教育にもあたっ
ています。
今後とも市民の皆様のお役に立てる薬剤師の育成に努め、地域
医療の向上に貢献できるような事業活動に取り組む所存です。
一層のご支援･ご協力をお願いし、ご挨拶とさせて頂きます。

歯科医院名 住 所 電話番号
小川歯科医院 大野原町中姫2040-1

漆川歯科医院 大野原町大野原3816-1

藤村歯科医院 大野原町大野原1356-1

うすき歯科医院 豊浜町姫浜650-17

久保歯科クリニック 豊浜町和田浜821-1

）約予要（ータンセ健保科歯内院病合総豊三 豊浜町姫浜708

歯科医院名 所在地 電話番号
あらき歯科クリニック 柞田町乙201-1 (玉田)

いその歯科クリニック 木之郷町118-1

大西ただし歯科クリニック 吉岡町587-1

かもだ歯科医院 坂本町5-19-33

河田歯科医院 栄町1-2-10

クロダ歯科医院 茂木町3-6-37

ごうだ歯科医院 粟井町1106-3

さいとう歯科医院 粟井町391-1

塩田歯科医院 観音寺町(中央町)甲3130-1

タカシ歯科クリニック 坂本町3-7-21

高田歯科クリニック 柞田町甲1041-3(下出)

多田歯科医院 出作町1108-4

とよしま歯科医院 植田町608-1

豊永歯科クリニック 吉岡町13-5

中島歯科医院 観音寺町(七間橋町)甲2942-4

野口歯科医院 柞田町乙1947-1(山田)

パール歯科クリニック 南町5-5-7

まきの歯科医院 柞田町乙2092-1 (山田)

森 歯科医院 昭和町3-1-8

よしだ歯科クリニック 高屋町562-1

歯科医師会
三豊（大野原町、豊浜町）
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簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみましょう。口を軽くあ
けて、ハァーとため息をついてください。苦しくならない程度
に長く息を吐いたら、少し息を止めて休みます。息を吸うのは
自然にまかせ、吸ったら、またハァーと吐いて休む、というの
を繰り返します。吐く息に集中するのがポイント。気分が落ち
着くまで何回でもやってみましょう。

心身の健康を維持するには、日頃から、リラクゼーションを心がけることが大切です。
明日からでも気軽に始められる方法をご紹介します。

リラックス呼吸法

心と体のリラクゼーション法

動物に触れる「アニマル・セラピー」は、脈拍数や血圧が安定するなどの生理的な効果
に加え、元気が出る、リラックスするなど、心理面でも大きなメリットがあるとされていま
す。犬、猫、うさぎ、小鳥などのペットや、馬、イルカなどの動物と実際に手でふれあうこ
とで、心身ともにリラックスできます。植物
にふれることも精神的な癒しリラクゼー
ション効果があると注目されています。
ガーデニングはもちろん、部屋に観葉植物
をひとつ置くだけでも心がなごみます。

動物や植物に癒される

アロマセラピーとは、植物の精油で、主にその香りをか
ぐことで健康に導くというもの。自分の好きな香りの
精油をベースオイルで薄めてマッサージしたり、アロマ
ポットに数滴垂らし、温めて香りを楽しみましょう。

アロマセラピーを利用してみよう

健 康 マップ観 音 寺 市

※ここは有料広告掲載ページですマップ上には、広告をご掲載いただいた施設のみ表示しています。
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動物に触れる「アニマル・セラピー」は、脈拍数や血圧が安定するなどの生理的な効果
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※ここは有料広告掲載ページですマップ上には、広告をご掲載いただいた施設のみ表示しています。
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タウンマップ観 音 寺 市

※ここは有料広告掲載ページですマップ上には、広告をご掲載いただいた施設のみ表示しています。
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タウンマップ観 音 寺 市

※ここは有料広告掲載ページですマップ上には、広告をご掲載いただいた施設のみ表示しています。
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観音寺商工会議所
商工相談所

観音寺商工会議所
商工相談所

資金調達のバックアップ

従業員の労働保険

事業主等の退職金制度▶
倒産防止共済制度

新銭形共済、
その他共済制度

雇用の安定 ▶
福利厚生 ▶ 共済制度

経営の様々な問題について、
相談、指導あっ旋を通して企業繁栄の
お手伝いをさせていただきます。

お気軽にご利用·
ご相談下さい！

観音寺市大豊商工会

観音寺市大豊商工会

窓口・巡回による経営相談
お気軽に、ご相談ください。

講演会・講習会
専門家と勉強しませんか

エキスパートバンク
県連に登録されたエキス
パート（専門家）を直接事
業所に派遣し問題解決を
目指します。

資金調達のバックアップ

経理・税務のお手伝い もしものときに備えて

地域の事業者や住民のみなさまが
より暮らしやすい
まちづくりに努めていきます。

商工会は小規模企業や
中小企業のみなさまを

応援します。

身近な経営相談

経理・税務のお手伝い

経営相談のパートナー

商工相談所 お手伝いをさせていただきます。

巡回・窓口相談
経営指導員にお気軽にご相談下さい。

専門相談会
経営・税務・金融・法律など
専門家による相談会

《定期・随時》

セミナー・講演会
経営課題勉強しませんか。

運転・設備資金の借入

国・県市等の
制度融資を斡旋

機械を買い替えたい。
仕入資金がほしい等。

マル経資金
日本政策金融公庫
会員ビジネスローン

帳簿の付け方や決済の仕方

所得税、消費税などの税金

青色申告について

お手伝いをさせていただきます。お手伝いをさせていただきます。

設備・運転事業資金等の借入
機械を買い替えたい
仕入資金が不足等

国・県等の
各種制度融資を
斡旋

その他各種共済制度を用意しております。

従業員の労働保険

事業主の退職金制度
（小規模企業共済）

従業員の退職金制度
（中小企業退職金共済制度等）

記帳のつけ方・決算の仕方

所得税などの税金の計算

青色申告について

EXPERT!

本　   所

豊浜支所 769-1602 香川県観音寺市豊浜町 和田浜1544-1
0875-52-2536

769-1611 香川県観音寺市大野原町 大野原1967-3
0875-54-2159　　0875-54-4927768-0067 香川県観音寺市坂本町一丁目1-25

0875-25-3073　　0875-24-0526
info@kan-cci.or.jp

簿記・珠算検定、貿易証明、業者取引照会なども行なっております
。

112

２００７観音寺市2(SG28)企画後半.indd   112 2020/06/24   16:26:11

観音寺商工会議所
商工相談所
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お気軽にご利用·
ご相談下さい！

観音寺市大豊商工会

観音寺市大豊商工会

窓口・巡回による経営相談
お気軽に、ご相談ください。

講演会・講習会
専門家と勉強しませんか

エキスパートバンク
県連に登録されたエキス
パート（専門家）を直接事
業所に派遣し問題解決を
目指します。

資金調達のバックアップ

経理・税務のお手伝い もしものときに備えて

地域の事業者や住民のみなさまが
より暮らしやすい
まちづくりに努めていきます。

商工会は小規模企業や
中小企業のみなさまを

応援します。

身近な経営相談

経理・税務のお手伝い

経営相談のパートナー

巡回・窓口相談
経営指導員にお気軽にご相談下さい。

専門相談会
経営・税務・金融・法律など
専門家による相談会

《定期・随時》

セミナー・講演会
経営課題勉強しませんか。

運転・設備資金の借入

国・県市等の
制度融資を斡旋

機械を買い替えたい。
仕入資金がほしい等。

マル経資金
日本政策金融公庫
会員ビジネスローン

帳簿の付け方や決済の仕方

所得税、消費税などの税金

青色申告について

まちづくりに努めていきます。

設備・運転事業資金等の借入
機械を買い替えたい
仕入資金が不足等

国・県等の
各種制度融資を
斡旋

その他各種共済制度を用意しております。

従業員の労働保険

事業主の退職金制度
（小規模企業共済）

従業員の退職金制度
（中小企業退職金共済制度等）

記帳のつけ方・決算の仕方

所得税などの税金の計算

青色申告について

EXPERT!

本　   所

豊浜支所 769-1602 香川県観音寺市豊浜町 和田浜1544-1
0875-52-2536

769-1611 香川県観音寺市大野原町 大野原1967-3
0875-54-2159　　0875-54-4927768-0067 香川県観音寺市坂本町一丁目1-25

0875-25-3073　　0875-24-0526
info@kan-cci.or.jp
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※ここは有料広告掲載ページです。

（株）サイネックスによる編集ページです。

・時期、期間は？　・予算は？

具体的な計画をたてる

リフォームの目的から具体的な計画を立てましょう。
この時点での情報収集も大切なポイントです。

契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。
見積書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の資料
やメモなど書類にはしっかり目を通し、保管しておきましょう。

家づくり・リフォーム

リフォームの進め方とポイント

Step

point

1

事業者を決める～契約するStep 2
・施工業者の事業内容がリフォーム目的と合致し
ているか？
・実績や業務内容を吟味。信頼できる事業者か？

・候補を数社選んで同じ条件で見積書を提出してもらい検討したか？

point ・事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
・今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

・工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か？
・工程表に基づいて進んでいるか？
・変更・追加などが発生していないか？

定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしましょう。
また、不安がある場合は施工業者の担当者を通じて確認する
ようにしましょう。

着工後Step 4

着工Step 3

point

point

万一に備えて、住まいの講座
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※ここは有料広告掲載ページです。

（株）サイネックスによる編集ページです。

エコリフォーム
万一に備えて、住まいの講座

太陽エネルギーの利用 外壁及び窓などの断熱化
外壁、屋根、天井や床などの断熱性能を高めると、屋外との
熱の出入りが減るため冷暖房の効果が高まります。
窓は、熱の出入りが大きいため断熱性能に大きく影響します。
ガラス自体を複層ガラスにしたり、二重サッシにしたりなど
の方法により断熱性能が向上、二重サッシは、結露の防止に
もなります。

自然を取り入れる給湯設備

ガスで発電し、排熱を給湯や
暖房に利用する家庭用コー
ジェネレーションシステムや、
省エネ効果の高い高効率給湯
器などがあります。

壁やベランダにツタ植物を植
え、緑のカーテンで夏の日差
しを避けたり、家の中の風通
しをよくするなど、自然を上手
に取り入れましょう。

太陽電池を利用して、太陽光エネルギーを電気に変える太陽
光発電システム、太陽熱により水を温める太陽熱温水や床暖
房などがあります。
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※ここは有料広告掲載ページです。

（株）サイネックスによる編集ページです。

葬儀・お墓の豆知識
故人の思い出を大切に

拝礼のマナーについて お墓について

仏式の焼香は、その香りで死者を慰め、その場の空気を清め
るという意味があります。

❶ 遺族、僧侶に一礼。
❷ 抹香をつまみ、お辞儀をする形で目の高さに押しいただく。
❸ そのまま香炉の上に持っていき、パラパラと撒くように落とす。
❹ 遺影を見つめて合掌、数珠は左手にかけたまま。
❺ ２～３歩下がり、僧侶、遺族に一礼して席に戻る。

❶、❷ ❸ ❹

洋
型

和
型

現在、墓地や霊園などで多く見られる形のお墓は、江戸時代
の中頃から広く使われるようになったと言われています。
近年は、背が低く横幅が広い洋型のお墓も増えてきました。
また、既成の型にこだわらない自由なデザインのお墓も見ら
れます。

仏
式

※掲載の記事に関しましては、一般的な慣習を掲載したものであり、
　各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。
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編集後記

　「観音寺市くらしのガイドブック」は、観音寺市にお住まいの皆さんへ、
市の行政情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげることを目
的として発行しました。
　また、住民の皆さんに、より利便性の高い情報源としてご利用いただけ
るよう、官民協働事業として観音寺市と株式会社サイネックスとの共同発
行としました。
「観音寺市くらしのガイドブック」は、地域の各団体および事業者の皆さ
んのご協力により、行政機関への設置はもとより、観音寺市の全世帯へ無償
配布することができました。あらためて心より厚くお礼申しあげます。

「観音寺市くらしのガイドブック」に掲載の行政情報は、令和2年6月
現在の情報を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が変更さ
れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。行政情報で内
容・手続き等で不明な場合は、各担当課までお問い合わせください。

掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用ください。
広告内容については株式会社サイネックスにお尋ねください。

令和2年7月発行

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

発　　行

広告販売

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

観音寺市

観音寺市
〒768-8601  香川県観音寺市坂本町1-1-1

TEL.0875-23-3900

株式会社サイネックス
〒542-0066  大阪府大阪市中央区瓦屋町3-6-13

TEL.06-6766-3346

株式会社サイネックス　徳島支店
〒770-0813  徳島県徳島市中常三島町1-32

TEL.088-623-0530
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