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市役所からのお知らせ

　県内外の就職希望者と市内企業の交流の場と
して、Ｗｅｂ企業説明会を開催します。詳しく
は、市ホームページを確認してください。
●日時　３月17日(水)・18日(木)
　　　　午前10時～午後５時
●内容　企業説明会、ハローワーク観音寺によ

る無料Ｗｅｂセミナー
　　　※Zoomを使用
●対象　正社員希望者（大学・専修学校・高等

学校等卒業予定者、既卒者、ＵＩＪタ
ーン就職・中途採用希望者）

●料金　無料（通信料は自己負担）
●申し込み方法

３月15日(月)午後５時までに、申し込みフォ
ームから申し込み
観音寺市Web企業説明会専用サイト
https://shikokunp-media.co.jp/kocweb/

問い合わせ先　商工観光課
　　　　　　　☎２３－３９３３
　　　　　　　Ⓕ２３－３９５６

　３月29日(月)から、下水道課が下水浄化セ
ンターへ移転します。
移転前  市役所３階
移転後  下水浄化センター２階
　　　  （瀬戸町四丁目２番11号）

　移転のため、用排水路の土砂処分受付場所を
変更します。
３月26日(金)まで  市役所３階
３月29日(月)から  下水浄化センター２階
●注意　受付期間や搬入場所など、詳しくは広

報かんおんじ２月号18ページを参照
問い合わせ先　下水道課
　☎２５－６８９０（現在と変更なし）

　Ⓕ２５－２４７９
　※下水浄化センターの ☎２５－６６１５は廃止

観音寺市Ｗｅｂ企業説明会下水道課が移転します

　出生や死亡、転入・転出・転居等の異動があったと
きは、必ず届け出が必要です。住民に関する記録が適
正に行われるように、それぞれ届け出期間が定められ
ています。必ず期間内に届け出を行ってください。
●注意
・マイナンバーカードを持っている人は、住所異動や

氏名変更などをカードに追記する必要がありますの
で、持参してください。

・手続きの際には、第三者のなりすましを防止するた
め、本人確認書類（マイナンバーカードや免許証な
ど）の提示をお願いします。

問い合わせ先　市民課 市民係
　　　　　　　☎２３－３９２４　Ⓕ２３－３９５９

戸籍・住民票に係る各種届け出は
必ず行いましょう

　市外の寮や下宿などに住んでいる学生の
住所は、原則として、寮や下宿の所在地

（修学地）です。
　選挙で投票するためには、実際に住んで
いる市区町村に住民票を移すことが必要で
す。観音寺市に住民票があっても、選挙人
名簿に登録されるべきでなかった人として、
投票できない場合があります。
　進学などで引っ越しをする場合は、必ず
住民票を異動しましょう。ただし、選挙人
名簿に登録されるためには、転入届を出し
た日から引き続き３カ月以上住んでいるこ
とが必要です。
問い合わせ先
　選挙管理委員会事務局
　☎２３－３９４５
　Ⓕ２３－３９４６

引っ越しの際は
住民票の異動を忘れずに

 日時・場所 内　　　容  日時・場所 内　　　容

３
月

14 日（日）
午後２時～

大ホール

観音寺こどもミュージカル劇団
ＴＯＴＥ・ＴＯＮ旗揚げ公演

「夢つむぎの詩」
３
月

28 日（日）
午後２時～

大ホール

KAN-ONJIライブ・ビューイングシリーズ第一弾
「読売日本交響楽団　第九演奏会」
（2020年12月18日
 サントリーホール収録分）
全席指定
　一般 1,000円

５
月

30 日（日）
①午後２時～
②午後６時～

大ホール

古澤巖 品川カルテット GARA²CONCERT
全席指定　一般 5,500円

３月13日（土）
午前10時～

21 日（日）
①午後０時30分～
②午後４時30分～

大ホール

よしもとお笑いライブ
in観音寺2021
全席指定　一般 5,000円 ６

月

27 日（日）
午後２時～

大ホール

「第16回チャイコフスキー国際コンクール」第2位
藤田真央ピアノ・リサイタル
全席指定
　一般　　　 4,000円
　大学生以下 1,000円

３月27日（土）
午前10時～

ハイスタッフホール　イベントスケジュール ハイスタッフホール ☎２３－３９３９
　　　　　　　　　 Ⓕ２３－３９６６

問

注 意

好評発売中!

好評発売中!

一般発売

一般発売

　年度末・年度初めに住民異動などの手続きができるよう、一部の窓口を日曜日に開庁します。
●日時
　３月28日(日)、４月４日(日)
　 午前８時30分～午後５時15分
●取扱業務と窓口（本庁のみ）

●注意
他市町村に連絡や確認が必要な業務は、対応できない場合
があります。詳しくは、各担当課へ問い合わせてください。

年度末・年度初めの日曜日に市役所を開庁します

取り扱い業務 窓口 場所
住民異動・戸籍届出の受け付け、国民年金関係の
受け付け、マイナンバーカード等の手続き　ほか

市民課
☎２３－３９２４
Ⓕ２３－３９５９

１階

住民票の写し・戸籍謄抄本・印鑑登録証明書等の
交付、各種税証明書の交付　ほか

証明書発行センター
☎２３－３９２４
Ⓕ２３－３９５９

原動機付自転車・農耕作業用自動車の登録・廃
車・名義変更、市税等の納付　ほか

税務課
☎２３－３９２２
Ⓕ２５－５９００

国民健康保険、後期高齢者医療、子ども・ひとり
親家庭・重度心身障害者医療の手続き

健康増進課
☎２３－３９２７
Ⓕ２５－５９００

児童手当や児童扶養手当の手続き
子育て支援課

☎２３－３９６２
Ⓕ２３－３９９３

保育所・幼稚園・こども園の入所に関する相談
こども未来課

☎２３－３９０３
Ⓕ２３－３９９３

学齢児童生徒の転出入や就学援助の相談　ほか
学校教育課

☎２３－３９３８
Ⓕ２３－３９２５

２階

種類 届け出期間
出生届 生まれた日から14日以内
死亡届 死亡の事実を知った日から７日以内

転入転居届 転入・転居した日から14日以内
転出届 転出予定日の14日以内

観音寺市下水
浄化センター

21

瀬戸町

三豊自動車学校

南町

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、席数・販売枚数を制限する場合があります。

　　　チケットの取り扱いについて
・昨年のチケットで入場できます。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

追加販売は行いません。
・払い戻しを希望する人は、３月７日（日）

までにチケットを持参の上、窓口へお越
しください。
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スポーツ少年団 団員募集
種目 団　　体　　名 練　習　日 練　習　場　所 対　　　象 代表者 電話番号

少
林
寺
拳
法

少林寺拳法琴弾 月、火、金より選択制 観音寺警察署武道場
琴弾道院専有道場

未就学児～小学生低学年
（市外可）（初級教室） 倉本　亘康 090-4971-0462

少林寺拳法観音寺 火、土 支部道場 幼稚園児～高校生 大西　文雄 24-2730

少林寺拳法粟井 火、金 粟井小学校体育館 幼稚園児～一般（市外可） 行天　常夫 27-8153
090-2786-4004

少林寺拳法大野原 水、金 大野原中学校武道場 幼稚園児～一般（市外可） 伊達　義明 090-9551-5708
少林寺拳法豊南 火、木 大野原中学校体育館 幼稚園児～一般（市外可） 石川美貴雄 090-2787-1108
少林寺拳法観音寺西 水、金 中部中学校武道場 幼稚園児～一般（市外可） 高城　克如 090-4978-8512

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

観音寺ミニバスケットボール 月、木、日、祝 観音寺小学校体育館 小学生 藤原　和秀 090-4787-8144
大野原ミニバスケットボール
クラブ　イーグルス 月、水、金 大野原農業者

トレーニングセンター 小学生 長田　　正 090-2892-4895

紀伊ミニバスケットボール
クラブ　ドルフィンズ 水、土、日 紀伊体育館 小学生 武田　邦広 27-9816

一ノ谷ミニバスケットボール
クラブ　ウィングス 水、金 一ノ谷小学校体育館 小学生（一ノ谷小学校区） 宮内　　純 080-6397-1281

豊浜ミニバスケットボールクラブ 日、水 豊浜小学校体育館 小学生 桑城　武資 52-4469
柔
道 観音寺西柔道 水、金 大塚柔道塾道場

観音寺中学校武道場 小学生～高校生（市外可） 大塚　幹夫 24-5015

サ
ッ
カ
ー

観音寺グローサージュニア
サッカースクール

火＝３年生以下
木＝４年生以上
土、日、祝＝全学年

火＝観音寺東公民館体育館
木＝観音寺中学校
土、日、祝＝観音寺小学校

幼稚園児～小学生
（男女可）（市外可） 三好　恭治

（連絡先）
新岡　昭博

090-4976-5850

柞田サッカー
月（４・５歳児）
火（２年生休み）
木（１年生休み）
日

月＝柞田小学校体育館
火、木＝総合運動公園
日＝山田ふれあい緑地公園

４歳児～小学生 米谷　哲也 090-4508-1935

パステルジュニア
フットボールクラブ

火～木（フットサル、
３年生～６年生）
金（ナイター）
日（午前中、キッズは
隔週夕方）

金＝総合運動公園
日＝豊田、常磐小学校
キッズ、フットサル
　＝豊田小学校体育館

幼稚園児、小学生（市外可） 大西　孝康 090-5912-0955

一ノ谷ＦＣ ナイター（火、金）
土または日（キッズ） 一ノ谷小学校 幼稚園児、小学生（市外可）

（女子・キッズチームあり） 中川　孝治 090-6285-6072

大野原ＳＳＳ 月、金 月＝紀伊グラウンド
金＝一ノ谷、常磐小学校

幼稚園児（年中・年長）
（男女可）（市外可） 奥田　正義 080-3164-5522

常磐ＳＣ 金（ナイター）
日

金＝常磐小学校
日＝一ノ谷小学校 幼稚園児、小学生（市外可） 矢野　裕幸 090-2780-6244

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

粟井スポーツ少年団 水（ナイター）
土、日

粟井小学校
（雨天時は体育館） 小学生 真鍋　　勉 090-1001-5362

観音寺少年ソフトボールクラブ 水、土、日、祝 水＝観音寺小学校体育館
土、日、祝＝観音寺小学校 小学生 藤井めぐみ 090-5910-0002

常磐少年ソフトボールクラブ 木（ナイター）
土、日 常磐小学校 ５歳児～小学生 冨士末明裕 090-4976-3671

大野原グランパス ナイター（水、金）
土、日 大野原小学校 幼稚園児、小学生 土田　猛之 090-4970-8972

軟
式
野
球

観音寺マリンズ ナイター（水、金）
土、日、祝 高室小学校 小学生（男女可）（市外可） 森川　裕介 090-3141-3159

豊田パンサーズ 木（ナイター）
土、日、祝 豊田小学校 小学生（男女可）（市外可） 業天　淳市 080-3164-0441

豊浜少年野球 ナイター（火、木）
土、日、祝 豊浜野球場 小学生（豊浜、大野原小学校

２年生～６年生） 三好　久也 52-4156

柞田YA球王！Ｊｒ. 水～日 柞田小学校 小学生（男女可）（市外可） 吉田　英臣 090-4971-7510
空
手

大野原空手道クラブ 月、金 大野原中学校体育館 幼稚園児～一般（市外可） 久保　孝博 080-3168-7573
和道会豊浜 月、金 豊浜小学校体育館 幼児～一般（市外可） 合田　淳志 52-1022

リ
ー
ダ
ー
会
等

観音寺リーダーズクラブ

５月 いちご狩り
８月 デイキャンプ
９月 チャレラン大会
11月 紅葉狩り
12月 キャンドル体験
２月 ソリ体験
毎月第４日曜日
チビッ子体験活動教室

５月 いちご園
８月 青少年育成キャンプ場
９月 ふれあい夜市
11月 竜ヶ岳（三好市）
12月 木之郷公民館
２月 雲辺寺山頂公園
教室 木之郷公民館

幼稚園児～一般（市外可） 合田　　弘 090-7144-3647

合
気
道

合気道 三観（ミツミ）合気会 日 中部中学校武道場 小学４年生～一般（市外可） 河野　義則 090-4613-0595

テ
コ
ン
ド
ー 観音寺テコンドークラブ 木、日 豊浜中学校武道場 小学生～一般（市外可） 山下　裕二 090-4972-6426

問い合わせ・申し込みは各団体代表まで

犬を飼っている皆さんへ

必ず行いましょう

犬の登録 と 狂犬病予防注射
犬の飼い主には、犬の登録と、年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。狂犬病予防注射（集
団注射）を行いますので、必ず受診してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先　生活環境課　☎２５－２６９８　Ⓕ２５－２８６７

注射は毎年
受けましょう！

新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止となる場合があります。来場前に、
市ホームページを確認してください。

令和３年度狂犬病予防注射日程表（集合注射）

補充注射 市内の県獣医師会指定動物病院（50音順）

●持ち物
　案内はがきの問診票（事前に記入要）
●費用
　予防注射　３,０００円
　（予防注射　２,４５０円、注射済票　５５０円)
　新規登録　３,０００円

●注意
・集合注射に行けない場合は、補充注射や、香川県獣医

師会指定の動物病院で注射を受けられます。
・下記会場や指定動物病院以外で予防注射を受けたとき

は、注射済証明書を生活環境課または各支所に持参し、
必ず注射済票の交付を受けてください。注射済票の交
付手数料５５０円が必要です。

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、咳や発熱な
どの症状がある場合は、来場を控えてください。また、
来場時は必ずマスクの着用をお願いします。

５月20日（木） はるひな動物病院 13：00 ～ 13：30 観音寺動物病院 坂本町6－8－18 ☎25－9035
サカモト動物病院 坂本町2－9－13 ☎24－0011
はるひな動物病院 木之郷町974－1 ☎27－8912

（通常の診療時間でも接種可能です）

観音寺地区 大野原地区

４月
３日(土)

木之郷公民館 9：00 ～  9：35
４月
３日(土)

福田原公民館 9：00 ～  9：35
粟井公民館 9：45 ～ 10：25 農協紀伊支店出荷場 9：50 ～ 10：25
奥谷自治会館 10：35 ～ 11：05 旧安井公民館 10：40 ～ 11：05
豊田公民館 11：25 ～ 12：00 中姫公民館 11：20 ～ 12：00

４日(日)
黒嶋神社 9：00 ～  9：30

４日(日)
農協田野々出荷場 9：00 ～  9：20

一ノ谷公民館 9：45 ～ 10：25 五郷活性化センター 9：35 ～ 10：05
吉岡町自治会館 10：40 ～ 11：15 農協萩原支店出荷場 10：20 ～ 11：10
流岡公民館 11：35 ～ 12：00 大野原こどもセンター 11：25 ～ 12：00

10日(土)
常磐公民館 9：00 ～  9：40

10日(土)

農協花稲倉庫 9：00 ～  9：20
昭和自治会館 10：00 ～ 10：25 花稲研修センター 9：35 ～  9：50
下出出荷場 10：40 ～ 11：05 白坂自治会館 10：05 ～ 10：30
中出自治会館 11：20 ～ 12：00 石砂集会場 10：45 ～ 11：10

11日(日)
老人憩いの家 9：00 ～  9：15 大野原会館 11：25 ～ 12：00
境八幡神社 9：30 ～  9：55
柞田公民館 10：20 ～ 11：15
八丁自治会館 11：30 ～ 12：00 豊浜地区

14日(水) 伊吹支所 12：00 ～ 13：00
４月
11日(日)

箕浦公民館 9：00 ～  9：20

17日(土)
瀬戸町三丁目自治会館 9：00 ～  9：35 西部集会場 9：35 ～ 10：00
西公民館 9：50 ～ 10：15 本村公民館 10：15 ～ 10：40
薬師寺 10：30 ～ 11：05 南部集会場 10：55 ～ 11：30
上市コミュニティセンター 11：20 ～ 12：00 雲岡公民館 11：40 ～ 12：00

18日(日)
高室公民館 9：00 ～  9：35

17日(土)
ＪＲ豊浜駅前 9：00 ～  9：40

羅漢寺蓮光院駐車場 9：50 ～ 10：10 豊浜公会堂 9：55 ～ 10：25
阪大微研職員駐車場 10：25 ～ 10：45 豊浜野球場駐車場 10：40 ～ 11：15
社会福祉センター前 11：00 ～ 12：00 豊浜支所 11：30 ～ 12：00




