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　豊田幼稚園で防災訓練がありました。地震を想定し
た園内放送が流れると、子どもたちは廊下に出て靴を
履き、静かに素早く園庭に集合しました。訓練は５月
と７月にも実施。訓練を重ねることで上手に避難でき
るようになったことや前回よりも避難時間が短縮でき
たことなどを全員で確認し合いました。訓練の後には、
防災ビデオも視聴し災害に備えていました。

　観音寺市議会主催の第６回市民フォーラムが本会議
場であり、選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられたこ
とから、市内４校から２０人の高校生が初めて参加しま
した。商店街の活性化や有明浜の美化などについての
質問や、活気あるまちづくりやのりあいバスの充実な
どの要望に対し市議会は、「共に観音寺市をつくってい
きましょう」と呼びかけました。

　香川県無形民俗文化財に指定されている「田野々雨
乞踊」の発表会があり、「けいご」と呼ばれる歌い手を
中心に５歳から７４歳までの約４０人が、４００年以上前に
薩摩法師によって伝えられたとされる歴史ある踊りを
披露しました。四国の水がめ、早明浦ダムの貯水率が
低下する中、天に自然の恵みへの感謝と慈雨を祈りま
した。

「素早く避難できたよ」―災害に備えてー

観音寺市の未来について考えました 恵みの雨を祈って！
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　観音寺ふたば保育園で、子どもたちが心待ちにして
いた出前図書館「たまご」の読み聞かせがありました。
「きょうはどんなお話をしてくれるのかなぁ」、この日
のお話は「おっぱいのお話」と「ももたろう」。読み
聞かせが始まると、楽しい場面ではけらけらと笑った
り、どきどきするような場面でははっと息をのんだり
しながら、絵本の世界に引き込まれていました。

　１１月１９、２０日に開催される読書フェスティバルに向
け、市内の小・中学生（９８人）がキッズ読み聞かせ隊
として絵本などの読み聞かせの技能を高めるための勉
強会がありました。深呼吸をして大きな声でゆっくり
読むことや笑顔でアイコンタクトを取ること、楽しい
気持ちで読むと聞き手にも伝わることなど、市内の読
書ボランティア団体からコツを教わっていました。

「どんなお話が始まるのかな」−出前図書館−
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　大野原保育所でキッズサイエンスと題した科学実験
教室がありました。これは、三豊工業高等学校の生徒
が、子どもたちにものづくりの楽しさを知ってもらお
うと、地域の保育所や幼稚園、小学校へ出向き、自作
の作品で実験をするというもの。この日は、白煙を入
れた空気砲のボタンを押すたびに飛び出す輪っかを見
て喜んだり、ぶんぶんゴマを見たりしました。

お兄さんと一緒に遊んだよ

大きな声で絵本の楽しさを伝えたい

　９月４日（日）、第１０回を迎えた「２０１６日本学生トライアスロン選手権観
音寺大会」が、有明浜海水浴場・琴弾公園周辺の特設コースで盛大に開催さ
れ、全国７ブロックの予選を勝ち抜いた学生２３３人が、総距離５１．５キロメー
トル（スイム・バイク・ラン）の過酷なレースに挑みました。
　沿道には、仲間や家族、多くの市民が駆け付け、限界に挑戦する選手に熱
い声援を送りました。また、観音寺第一高等学校吹奏楽部の演奏がスタート
を盛り上げ、約７６０人のボランティアが、給水や交通整理にあたり大会を支
えました。長時間の交通規制にもご協力いただきありがとうございました。

優勝の瞬間！内田弦大選手

男子個人：内田弦大さん（関西大学）
女子個人：福岡　啓さん（東京農業大学）
男子団体：流通経済大学
女子団体：日本体育大学

優勝者

優勝者

４年生：上川諒大さん（観音寺小）
　　　　山本更紗さん（ 　 〃 　 ）
５年生：浅野光輝さん（観音寺小）
　　　　高橋花音さん（ 　 〃 　 ）
６年生：横内康太さん（ 豊 浜 小 ）
　　　　小西加恋さん（ 常 磐 小 ）

　９月３日（土）には、ことし９回目を
数える「２０１６観音寺キッズトライア
スロン大会」が開催され、小学４年生
から６年生までの小さな鉄人３６人が熱
い戦いを繰り広げました。

県内出身選手も活躍！
　「観音寺大会を心待ちにしていま
した」「自分の目標を達成することが
できて嬉しい！」と笑顔の２人

 福家脩平さん
（高松市・日本体育大学）

山本麻衣さん
（さぬき市・三重大学）

2016日本学生トライアスロン選手権観音寺大会

感動！ 観音
寺のまちを駆

け抜けた鉄人
たち

浴びるように…水分補給。

声援と拍手が力に！

円陣を組んで勝利を誓う

力走！先頭をとらえた福岡啓選手

スイムからバイクへ

ゴールを目指し懸命に走る

波をかき分けて

２０１６観音寺キッズトライアスロン大会
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　６月から国保特定健康診査（国民健康保険に

加入している４０歳から７４歳までの人対象）と後

期高齢者健康診査（後期高齢者医療の資格を持

っている人対象）を実施しています。この健診

は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候

群）や生活習慣病の予防と早期発見を目的に１０

月末まで実施します。

まだ受けていない人は早めに受

診してください。

　健診を受診したら…
　健診結果の判定や検査数値等は確認しました

か。健診の結果は、１年間の生活を振り返り、

健康を維持するための大切なヒントが詰まって

います。ぜひ健診結果を確認しましょう。

　また、生活習慣病を早期発見するためには、

検査数値の経年変化を見ることも大切です。異

常値に近づいている項目がないかなどをチェッ

クして、もし気になることがあれば、医師に相

談してください。

　また市では、特定保健指導や健康栄養相談を

行っています。健康づくりのために利用してく

ださい。

健康増進課成人保健係　☎２３−３９６４

　インフルエンザの流行時期に備えて

１０月１日から予防接種が始まります。

○１０月１日現在で６５歳以上の人＝９月末に予診

票等書類を送付

○１１月から１２月に６５歳を迎える人＝６５歳になっ

てから随時郵送予定

○平成２９年１月から３月までに６５歳を迎える人

＝６５歳を超えて申し込むと予診票等を発行

　１０月１日（土）〜平成２９年３月３１日（金）

　６５歳以上の人（接種日現在）と６０歳以上６５

歳未満の人で心臓や腎臓、呼吸器の機能の障

害またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の

機能に障害を有する身体障害者手帳１級を持

っている人

１，２００円

ただし市民税非課税世帯と生活保護世帯の人

は自己負担金が免除されます。必ず接種前に

健康増進課または各支所で手続きをしてくだ

さい。

予診票、印鑑、身分証明書（運転免許証また

は保険証）

　健康増進課母子保健係　☎２３−３９６４

　柞田地区の郷の神、神社を巡りながら、深ま

りゆく秋を満喫しませんか？楽しく健康づくり

を始めましょう。

１１月１５日（火）午前８時３０分集合（柞田公民館）

〜午前１１時３０分

柞田公民館を出発し、日枝神社や境八幡神社、

山田神社を見学する約６㎞のコース

無料

タオル、帽子、飲み物、雨具（天候により）、「ふ

る里探検隊」の冊子（持っていない人には当

日渡します）

１１月８日（火）までに申し込みが必要

　健康増進課成人保健係　☎２３−３９６４

　骨髄移植とは、病気などの理由によって正常な

造血が行われなくなった場合に、健康な人から提

供された骨髄を患者の骨髄に入れ替えて造血機能

を回復させる治療法です。

　移植には、白血球の型を患者と提供者で一致さ

せる必要がありますが、一致する確率は数百人か

ら数万人に１人とまれです。

　香川県の登録患者数（提供希望者）は累計４０２

人、現在骨髄移植を待っている人は１２人、移植は

累計１４３件です。（平成２８年７月末現在）

〈ドナー登録者〉香川県２，７７５人（平成２８年７月１５

日現在）

ドナー登録できる人

・１８歳〜５４歳以下で健康な人

・骨髄提供の内容を十分に理解している人

・体重が男性４５ｋｇ以上、女性４０Ｋｇ以上の人

　臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器

の機能が低下した人に、他者の健康な臓器と取り

替えて機能を回復させる医療です。第三者の善意

による臓器の提供がなければ成り立ちません。

　日本で臓器提供を待っている人は、およそ１万

３，０００人、それに対して移植を受けられる人は、

年間およそ３００人です。

骨髄移植について問い合わせ先

香川県西讃保健福祉事務所　☎２５−２０５２

香川県赤十字血液センター献血推進課

　　　　　　　　　☎０８７−８８１−１５８２

臓器移植について問い合わせ先

公益社団法人日本臓器移植ネットワーク

　　　　　　　　　☎０１２０−７８−１０６９

（平日・午前９時〜午後５時３０分）

年に１度は目の検診を受けて　　　　　　

健康チェックを！　　　　　

　高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種対象

者には、４月に予診票等書類を送付していま

す。今年度対象の人で、まだ予防接種を受け

ていない人には、今回送付の高齢者インフル

エンザ予防接種案内にお知らせを同封してい

ます。インフルエンザ予防接種と併せて、高

齢者肺炎球菌予防接種を受けることで肺炎を

予防する効果が高まります。接種がまだの人

は医療機関で予約して早めに受けましょう。

平成２９年３月３１日（金）まで

今までに、高齢者肺炎球菌ワクチン（２３価）

を受けたことがない人で、接種日に６０歳以

上６５歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能の

障害またはヒト免疫不全ウィルスによる免

疫の機能に障害を有する身体障害者手帳１

級を持っている人と、下表の生年月日の人

２，０００円

ただし市民税非課税世帯と生活保護世帯の

人は、自己負担金が免除されます。必ず接

種前に健康増進課または各支所で手続きを

してください。インフルエンザ予防接種の

免除申請と同時に申請できます。

予診票、印鑑、身分証明書（運転免許証ま

たは保険証）

健康増進課母子保健係　☎２３−３９６４

６５歳 昭和２６．４．２生〜昭和２７．４．１生

７０歳 昭和２１．４．２生〜昭和２２．４．１生

７５歳 昭和１６．４．２生〜昭和１７．４．１生

８０歳 昭和１１．４．２生〜昭和１２．４．１生

８５歳 昭和６．４．２生〜昭和７．４．１生

９０歳 大正１５．４．２生〜昭和２．４．１生

９５歳 大正１０．４．２生〜大正１１．４．１生

１００歳 大正５．４．２生〜大正６．４．１生

持参物持
対象対
日時時 内容内

受付期間受
申込先申

人数数
主催主
問合先問

場所所
料金料
注意注

健康づくり・ふる里探検ウォーキング１０月は骨髄移植・臓器移植普及推進月間

　私たちの健康を守るため、薬はなくてはなら

ないものです。薬との上手なつきあい方を考え

てみましょう。

○医師や薬剤師に相談して使用する（かかりつ

け薬局や薬剤師を持つ）

○説明書や薬袋をよく見て、用法・用量を守る

○「お薬手帳」を活用して、飲み合わせや重複

投与などをチェックする

○日光、高温、湿気を避けて保管する

○子どもの手の届かないところに置く

○薬を人にあげたり、人からもらったりしない

健康増進課成人保健係　☎２３−３９６４

薬と健康の週間 １０月１７日～２３日

１０月１０日は「目の愛護デー」

高齢者肺炎球菌ワクチン
　　定期予防接種のお知らせ

健康診査は受けましたか？
　　　健診期間は１０月末まで

高齢者インフルエンザ予防接種が
　１０月１日から始まります！

問

三豊総合病院健康教室

●食べて治して、ハッピーライフ

１０月１４日（金）午前１０時〜正午

調理実習＝寝たきり予防、筋肉や骨を丈夫に保

つバランスメニュー

時

内

●腎臓病教室

１０月２０日（木）午後３時３０分〜午後５時

腎臓の働き、腎臓病に使われるお薬、腎臓病食

（塩分の取り方）について

時

内

●夜間糖尿病教室

１０月１３日（木）午後６時〜午後７時

糖尿病合併症について（神経症）、足の観察して

いますか？

時

内

●男性の調理実習

１０月５日（水）午前１０時〜午後０時３０分

電子レンジで簡単調理　野菜たっぷりずし

時

内

みとよサプリ
１０月１９日（水）午後１時３０分〜午後２時

床ずれって何？

１０月２６日（水）午後１時３０分〜午後２時

歯
し

って得するお口の健
けん

口
こう

三豊総合病院南棟ホール

同病院　☎５２−３３６６

時

時

内

内

問

所

●肝臓病教室

１０月２７日（木）午後２時〜午後４時

生活習慣病としての肝疾患、肝臓がん治療

薬、肝臓にやさしい食事（タンパク質と塩分）

時

内

各教室とも予約が必要

調理実習は実費６００円が必要

　同病院健康管理センター☎５２−２７２６

注

申 問

時

持 持

対

対

時

時

内

問

問

料

料
料

注

申問

申問

持
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健康増進課　☎２３－３９６４
　平成２８年６月と７月に、市内３校の小学５・６年生（１４８人）

を対象に「喫煙防止教室」の出前講座を開催し、講座の前後に

たばこに対するアンケートを実施しました。

　お父さん、お母さん、おじいちゃん、お

ばあちゃん！子どもたちは、みんな大切な

家族のことを心配しています。「体づくりは

一生の宝」私たち大人が子どもたちにでき

ることを一緒に考えてみませんか？

　自分の体を大切にできる子どもたちを、

みんなでサポートしていきましょう！

あなたの家族はたばこを吸いますか？

大人になったらたばこを
吸ってみたいと思いますか？

喫煙家族の内訳を見ると

■家族ー喫煙者あり

■家族ー喫煙者なし

Ｈ２４　　Ｈ２５　　Ｈ２６　　Ｈ２７

６

５

４

３

２

１

０

■父

■母

■祖父

■祖母

■その他

■思う

■思わない

妊娠届出者のうち喫煙者の割合（％）

４８％

５２％

３％

９７％

２５％

１１％

９％
３％

５２％　家族の中に喫煙者がいると回答した児童は４８％で、そのうち

父親と母親の割合はそれぞれ５２％と２５％でした。皆さんの家族

や、周りの環境はどうでしょうか？分煙や禁煙が世の中に定着

してきていますが、一番の落とし穴は家庭かもしれません。

　「すこやか親子２１」母子の健康水準調査（厚生労働省）によると、

喫煙している妊婦が平成２５年度に３．８％なのに対し観音寺市は

４．８％と高く（右記グラフ参照）、経年的に見ると年々減少して

いますが、国の目標指標の０％に対しまだまだ啓発活動が必要

な状況です。また、「育児期間中の両親の喫煙率」の指標（平成

２５年）においては、父親が４１．５％、母親が８．１％と示されており、

市では、平成３６年に向けて父親は２０％、母親は４％を目標とし

ています。

　出前講座の中で妊婦がたばこを吸っている場合、「赤ちゃんが

小さく産まれる」「早く産まれてしまう」など、赤ちゃんに多大

な害を及ぼしてしまうことを子どもたちに伝えています。せっ

かく授かった「命」、お腹の中で元気に成長し、無事生まれてき

て欲しいと願っています。
☆参考文献：健やか親子２１（第２次）母子の健康水準向上のための国民運動計画

・吸っている人より周りにいる人の方が害を受ける

・このままたばこを吸わないで欲しい！

・長生きして欲しいから吸わないで欲しい！

・ストレス発散させたいのなら、たばこ以外で発散させて欲しい！

・たばこは有害物質が２５０種類も入っているので吸ってはいけない！

・お父さん、たばこをやめてくれてありがとう！

平成２８年度　出前講座実施計画

◆子どものこころの健康教室：常磐・粟井・一ノ谷小学

校（１０月）、大野原小学校（平成２９年１月）実施予定

◆喫煙防止教室：一ノ谷・粟井小学校（６月）、常磐小学

校（７月）、大野原小学校（９月）実施

あなたの家族の中に、たばこを吸う人はいますか？

子どもたちからたばこを吸う大人の皆さんへ

子どもたちから家族に伝えたいメッセージ

元気印のかんおんじ２１  第２次ヘルスプランの推進
健康増進計画・食育推進計画 休養・心の健康・飲酒・喫煙グループ

・ガンになりますよ！

・何のために吸っているの？

・歩きながら吸うのはやめて！

・子どもの前では吸わないで！

・周りの人にも害を及ぼしていますよ！

・寿命が縮まるのにどうして吸うの？

・たばこをやめさせてあげたい！

・どうして病気になるのにたばこを吸うの？

５．３
４．８

２．１

３．０

観音寺市
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