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三豊・観音寺市市民災害フォーラム
　 「そのとき何をすべきか」

高齢者肺炎球菌予防接種を受け忘れていませんか？
公費助成期限は３月３１日まで

結核・肺がん検診を受けましょう

献血のお知らせ

　近い将来の発生が懸念される南海トラフ地震

に備え、広域災害の想定と対応を学ぶため、市

民災害フォーラムを開催します。

３月１２日（日）　午後１時～

観音寺グランドホテル

「災害に対して我々の出来る事」

～熊本地震の現場で起きていたこと～

（医）春風会樫村病院　院長　樫村重樹先生

「ＪＭＡＴ（ジェイマット）って何？」

～熊本地震での実際～

（医）研宣会広瀬病院　院長　廣瀬友彦先生

三豊・観音寺市医師会　

２５－２２３１

今年度に下表の年齢に該当する人で、過去に肺

炎球菌予防接種を受けたことがない人

健康増進課母子保健係　☎２３－３９６４

年齢 生　年　月　日

６５歳 昭和２６年４月２日生～昭和２７年４月１日生

７０歳 昭和２１年４月２日生～昭和２２年４月１日生

７５歳 昭和１６年４月２日生～昭和１７年４月１日生

８０歳 昭和１１年４月２日生～昭和１２年４月１日生

８５歳 昭和６年４月２日生～昭和７年４月１日生

９０歳 大正１５年４月２日生～昭和２年４月１日生

９５歳 大正１０年４月２日生～大正１１年４月１日生

１００歳 大正５年４月２日生～大正６年４月１日生

　豊浜、大野原地区の結核・肺がん検診を次の

日程で行います。早期発見のために年に１度は

検診を受けましょう。受診を希望する人は、申

し込んでください。（検診会場でも受付可）

肺がん　４０歳以上、結核　６５歳以上

６４歳以下　２００円、６５歳以上　無料

喀
かく

痰
たん

検査　５００円（５０歳以上の高喫煙者のみ）

健康増進課成人保健係　☎２３－３９６４

３月１０日（金）午前９時３０分～午後４時３０分

市役所１階エレベーターホール

観音寺ライオンズクラブ

安全な輸血のため４００ｍＬ献血に協力してください。

※観音寺地区の日程は、４月号でお知らせします。

地区 受付日時 場　　所

豊浜
地区

４月３日
（月）

　９：００～１０：３０ ＪＲ豊浜駅
１１：００～１１：３０ 長谷公民館
１３：００～１５：３０ 豊浜福祉会館

４月４日
（火）

　９：３０～１０：３０ 豊浜西部集会所
１１：００～１１：３０ 箕浦自治会館
１３：３０～１５：３０ 豊浜公会堂

４月５日
（水）

　９：３０～１１：３０ 豊浜南部集会所
１３：００～１３：３０ 大平木公民館
１４：００～１５：００ 豊浜支所

大野原
地区

４月７日
（金）

９：３０～１０：００ 田野々自治会館
１０：４０～１１：００ 海老済集会場
１３：００～１５：００ 農協萩原支店

４月１０日
（月）

９：３０～１１：３０ 大野原いきいきセンター
１３：３０～１５：００ 中姫ふれあい会館

４月１１日
（火）

９：００～１０：００ 安井公民館
１０：３０～１１：３０ 大野原会館
１３：００～１４：００ 農協五郷支店
１４：３０～１５：３０ 萩のふるさと会館

４月１２日
（水）

９：３０～１１：００
雇用促進住宅
大野原宿舎

１３：００～１４：００ 花稲研修センター
１４：３０～１５：３０ 中林集会場

４月１３日
（木）

９：００～１０：００ 石砂集会場
１０：３０～１１：３０ 白坂公民館
１３：３０～１５：００ 農協紀伊支店

４月１４日
（金）

９：３０～１１：３０
大野原いきいきセンター

１３：００～１５：００
三豊総合病院健康教室

☆夜間糖尿病教室

３月９日（木）　午後６時～午後７時

これからの糖尿病治療、食生活のポイントに

ついて

☆食べて治して、ハッピーライフ

３月１０日（金）　午前１０時～正午

調理実習　テーマ：高齢者の食事（食べやす

い、飲み込みやすい～工夫メニュー～）

６００円（実費）

☆腎臓病教室

３月１６日（木）　午後３時３０分～午後５時

社会福祉制度について、腎臓病食（カリウム・

リンについて）、座談会

各教室とも予約が必要

（調理実習は１週間前まで）

　同病院企業団健康管理センター

☎５２－２７２６

みとよサプリ

３月１５日（水）　

午後１時３０分～午後２時

健診を受けてみよう

三豊総合病院南棟ホール

同病院　☎５２－３３６６
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　１月３０日、観音寺マナーアップの会と観音寺第一・観音寺中央・三豊
工業高等学校の生徒会役員が、高校生と大人を対象に事前調査したアン
ケート結果を基に「友だち」について世代を超えた意見交換を行いました。

◎友だちといえる（思える）人は
何人ぐらいいますか？

◎「友だち」といえる関係はどれですか？（複数可）

意見紹介

・高校生

　現実につながっている。自分の弱みを見せられる。

　相手のよいところを認められる。気を遣わなくてよい。

※いじめを目にすることがない…いじめは水面下で起こ

っている。

・大人

一昔前は、友だちとの付き合いもいじめも目に見えていた。

・高校生

　友だち以外とでも連絡手段に使っている。

　ツイッター等では知らない人ともつながっている。

・大人

ＩＴ（情報技術）を使いこなす人は高校生と同意見。使

い方を知らない人が多い。

調
査
項
目
（
ア
プ
リ
投
稿
文
章
よ
り
一
部
抜
粋
・
修
正
）

お互いをあだ名で呼ぶ
お互いの下の名前を知っている
メ−ルアドレスなどの連絡先を知っている
ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）でつながっている
登下校時に見かけたらお互いに声をかける
毎日、待ち合わせをして一緒に登校する
休み時間ごとに行動を共にする
課題の答えを見せ合う（教え合う）
体育など活動の場面で何も言わずともペアになる
昼食を一緒に取る
毎日一緒に帰る
一緒に帰るついでに遊びに行く
休日も遊びに行く
クラス替えで別々になっても遊びに行く
学校を卒業しても遊びに行く
たわいもない話で笑い合える
お互いになんでも腹を割って話ができる
お互いのうわさは気にしない
もしいじめられていたら味方になって戦える

　子どもたちは、成長過程でたくさんの人と「友だち」と思
える関係を築きながら大人になっていきます。大人になると、
職場や地域など人との関わりが増えていく一方、「友だち」の
枠は限られ、人数も会う機会も減っていきます。
　しかし、歳を重ね普段会うことがほとんどなくなっても、
お互いを想うことだけで生活の支えになるような真の友だち
の存在に気づくことになります。

教　室　名 場　所 日　程 強度 定員 時　　間

シニアエアロビクス 豊浜福祉会館 第２火曜日 ★★★ ６０人

午後１時３０分

～

午後３時

のびのび教室①
共同福祉施設
（軽運動室）

第３金曜日 ★★★ ６０人

のびのび教室② 第４火曜日 ★★★ ６０人

のびのび教室③ 第４金曜日 ★★★ ６０人

のびのび教室④ 大野原いきいきセンター 第２木曜日 ★★★ ５０人

のびのび教室⑤ 豊浜福祉会館 第１水曜日 ★★ ５０人

のびのび教室⑥ 旧観音寺競輪場選手管理棟 第４水曜日 ★ ５０人

のびのび教室⑦ 大野原いきいきセンター 第１月曜日 ★ ５０人

受付期間　３月１日（水）午前８時３０分～３月７日（火）午後５時１５分

　　　　　（各教室とも定員になり次第、締め切ります）

　　　　　※必ず、本人が申し込みをしてください。

問い合わせ先

　観音寺市地域包括支援センター

　☎２５－７７９１

【運動教室】　対象：６５歳以上　費用：無料

【元気な脳～教室】　対象：６５歳以上　費用：無料

高校生　５人～５００人　大人　０人～２０人

友だちは　顔が見える　出会いから！（＾^ ）！

※シニアエアロビクス
またはのびのび教室の
いずれか１カ所のみ
申し込みができます。

※観音寺会場または大
野原会場のいずれか
１カ所のみ申し込み
ができます。

問い合わせ先

　少年育成センター　☎２５－４２５１

教 室 名 場　　　所 日　程 定員 時　　間

観音寺会場 社会福祉センターまたは共同福祉施設 奇数月第２金曜日 ５０人 午後１時３０分
～午後３時大野原会場 大野原中央公民館または中央集会場 偶数月第２金曜日 ５０人

友だち今昔物語　～高校生との意見交換会「聴き語りの会」～

平成２９年度　一般介護予防教室のご案内
　地域包括支援センターでは、６５歳以上の皆さんが住み慣れた地域で心も身体も元気に生活で
きるよう、介護予防教室を開催しています。毎日の生活に運動や脳トレを取り入れ、健康長寿
に向かって生き生きと生活を送るきっかけになるよう、一緒に楽しい時間を過ごしませんか。
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　育児教室を奇数月に開催しています。子ど
もの発達や子どもとの関わり方について、臨
床心理士や作業療法士、栄養士、保健師、保
育士などからアドバイスを受けることができ
ます。

３月１７日（金）　午前１０時～午前１１時３０分
保健センター１階
親子のふれあい遊び、ママカフェ「イヤイ
ヤ期の子どもとの関わり方」、臨床心理士に
よる子育て相談
０カ月～３歳までの親子
母子健康手帳
前日までに申し込みが必要
　健康増進課母子保健係　
　☎２３－３９６４

家庭児童相談
　育児・子育ての不安・養育困難・虐待等に
ついて、家庭児童相談員等が相談に応じます。
一人で悩まず、気軽に相談してください。

１８歳未満の子どもとその保護者

女性相談
　離婚に関する事、ＤＶに関する事、その他
家庭内における悩み等について、女性相談員
が相談に応じます。

母子・父子自立相談
　ひとり親家庭の悩み、生活の維持、自立、
貸付等について母子・父子自立支援員が相談
に応じます。

ひとり親家庭

月～金曜日（祝日除く）　
午前８時３０分～午後５時
家庭児童相談室
電話での相談も可
子育て支援課こども・女性相談係　
☎２３－３９５７

　今回は、簡単で甘辛くておいしい
「五平餅」の作り方を紹介します。
材　料（２個分）
　白ご飯…お茶碗２杯、味噌…６ｇ
　三温糖…５ｇ、みりん…２ｇ、ごま…２ｇ
作り方
①ご飯を薄い丸型にする。
②味噌、三温糖、みりん、ごまを混ぜ合わせる。
③丸型にしたご飯の上に②を塗る。
④１８０℃のオーブンで５～６分こんがりするま

で焼く（トースターも可）。
★もち米でも、おいしく出来ます。
★ひじきやちりめん、コーンなどを中に入れて

も、よく合います。

児童相談
（要予約）

３月８日（水）
午後１時３０分～午後４時

（県の専門相談員が対応）

市役所１階
家庭児童
相談室

　  子育て支援課こども・女性相談係　☎２３－３９５７

育児相談 ３月２１日（火）
午前９時３０分～午前１１時

保健
センター

　  健康増進課母子保健係　☎２３－３９６４

　観音寺ファミリー・サポート・センター会
員と子育て中の人なら誰でも参加できます。
●「絵本となかよし」－読み聞かせの楽しさ－

３月２日（木）
午前１０時～午前１１時３０分
社会福祉センター２階会議室
４０人（先着順）
読み聞かせボランティア　なかよし
　観音寺ファミリー・サポート・センター
　（観音寺市社会福祉協議会内）
　☎２５－７７０８

育児教室「心
ここ

愛
あ

カフェ」

保育所で人気のおやつを紹介します

フォローアップセミナー

講座・教室

相　談

　対象者は、平成２８年４月１日生まれ以
降の子どもです。１歳の誕生日の前日ま
でに３回の接種を完了しなければなりま
せん。体調を整えて接種期間内に受けま
しょう。

健康増進課母子保健係
☎２３－３９６４

　平成２８年７月から９月に生まれた赤ち
ゃんとお母さん３８組が集まり「赤ちゃん
同窓会」が保健センターでありました。
お母さん同士のつながりを大切にしよう
と愛育会賛助の会が企画したもので、子
育ての悩みや赤ちゃんの成長を話し合っ
たり、手形や足形をとったりして、子ど
もたちの成長をみんなで喜びました。
　次回は平成２８年１０月から１２月に生まれ
た赤ちゃんを対象に４月に開催予定。詳
細は、３カ月健診でお知らせします。

赤ちゃん同窓会
お母さん同士交流を深めて、みんなで子育てを！

健康増進課母子保健係　☎２３－３９６４

麻しん風しん混合２期ワクチン
平成２２年４月２日から平成２３年４月１
日までに生まれた子ども
健康増進課母子保健係　
☎２３－３９６４

　入園や入学など新しい生活が始まる前
のこの機会に、体調を整え予防接種を受
けてください。
　各医療機関で接種日時を確認し、事前
予約をしてください。

健康増進課母子保健係　
☎２３－３９６４

問

問Ｂ型肝炎の予防接種を
　　　　　　　受けましたか？

予防接種を受け忘れていませんか？
　　公費助成期限は３月３１日まで

３月１日～７日は
　子ども予防接種週間

トピックス

受　　付：３月１日（水）から
場　　所：秘書課広聴広報係・大野原支所・
　　　　　豊浜支所・伊吹支所
申込方法：申込用紙に写真を１枚添えて
　　　　　持参または郵送
　　注意：応募多数の場合は先着順

平成２８年６月生まれの子どもを募集します

床 田 莉
り

子
こ

ちゃん

父 充広さん　  母 亜貴子さん

塩 見 直
なお

正
まさ

ちゃん

父 国弘さん　　母 優美さん
（天神町） （豊浜町和田浜）

問

問

問

問

問

対

対

対

対

内

持

時

時

時
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所

所
数

注 注

講

三 宅 桃
とう

太
た

福 田 倫
とも

也
や

ちゃんちゃん

父 章仁さん　　母 玲子さん父 晴輝さん　　母 静華さん
（室本町）（大野原町萩原）

近 藤 未
み

悠
ゆ

西野あかり ちゃんちゃん

父 裕紀さん　　  母 藍さん父 真祐さん　　母 志野さん
（流岡町）（吉岡町）

平成２８年 3 月生まれ

問い合わせ先：秘書課広聴広報係　☎２３ー３９１５

申 問

申 問

1／16
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　観音寺幼稚園で豆まきがありました。園児たちはヒ
イラギやイワシ、食べる豆の数の話など、豆まきの意
味や由来の話を聞いた後、手作りの鬼の面と升を持ち
園庭へ。「鬼はそとー」と元気よく豆まきをしていると、
突然鬼が現れ、園児たちは逃げ出したり泣き出したり
していましたが、勇敢に豆を投げ続けると鬼はとうとう
逃げていきました。お昼は節分にちなんだ給食でした。

　柞田地区育成会主催の「親子ふれあい竹馬づくり」が
柞田公民館であり、６０人の親子が参加しました。竹馬
の歴史や作り方の説明を聞いたあと、保護者と作業を
開始。あらかじめ切りそろえてある竹と木材をボルト
と針金でしっかりと固定し、苦労しながらも手作りの
竹馬が完成しました。早速、子どもたちは外に飛び出
し、バランスをとりながら竹馬の練習をしていました。

こつをつかんで竹馬に乗れたよ

北海道真
まっかり

狩村｢小学生児童作品展」

心の鬼をやっつけたよ！
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　北の大地の子どもたちが生き生きと描いた図画や、
丁寧に仕上げた硬筆、習字など力作３０点が、市役所１
階エントラスホールに展示され、来庁者の目を楽しま
せました。７回目を迎えたこの作品展は、姉妹都市で
ある互いのまちの児童の作品を紹介し合う交換展示。
ことし真狩村では、常磐・柞田・粟井小学校の児童の
作品３７点が展示されました。

　百歳を迎えた加地シズ子さんを白川市長が訪問し、
長寿を祝いました。柞田町から大野原町に嫁ぎ、若い
ころは農業に従事していたシズ子さん。現在は施設で、
レクリエーションや毎日配られる計算と漢字のプリン
トを楽しみに過ごしています。プリントをし終えるの
も早いとか。顕彰状が贈られると、家族や施設の人た
ちからも祝福の拍手を受け、笑顔で応えていました。

ご長寿おめでとうございます

191

261 231

102

　観音寺子どもの夢事業として、伊吹小・中学校で本
市出身の音楽プロデューサー、生駒龍之介さんの講演
会がありました。子どもたちは、夢を実現させた話に
熱心に耳を傾け、それぞれの夢を語り合いました。生
駒さんが作曲した「宝物」は、子どもたちのお気に入
り。一緒に「宝物」を歌い、夢に向かう気持ちとふる
さと伊吹を大切に思う気持ちを新たにしていました。

仲間と夢を語り合ったよ！

息の合ったメロディーが響いていました教育振興に貢献した人たちを表彰

受賞を周囲の人たちが喜んでくれました

　子どもから大人まで、みんなで楽しむ手作りの音楽
祭「観音寺市民音楽祭」が大野原会館で開催され、市
内の小、中、高校生や社会人約５９０人（１９団体）が合
唱や吹奏楽で音楽の輪を広げました。中学生と高校生、
中学生と社会人の吹奏楽の協演や、豊浜小学校金管バ
ンドクラブ、大野原小学校マーチングバンドの迫力あ
る演奏に、来場者は耳を傾けていました。

　平成２８年度教育功労賞および教育奨励賞の表彰式が
中央図書館多目的ホールでありました。毎年１回教育
の振興に貢献し、他の模範となる人たちに贈られる賞
で、今年度は個人３１人と３団体を表彰。長年にわたり
青少年健全育成や社会教育、スポーツ、学校教育など
の分野で貢献した受賞者に教育委員会より表彰状を贈
り、功績をたたえました。

　観音寺小学校４年生の山本更紗さんが書いた作文
「私の目線で気づいたこと」が、警察庁他主催平成２８年
度交通安全ファミリー作文コンクールにおいて、全国
最優秀賞・内閣総理大臣賞に輝きました。白川市長か
ら祝福の言葉を受け、山本さんは「受賞できると思って
いなかったので、とてもうれしかった。交通事故ゼロの
まちになるように心掛けたいです」と話していました。

　粟井保育所２～５歳児がこま回しやかるた遊び、福
笑い、羽根つきなどお正月の遊びを楽しみました。こ
ま回しでは、自分より小さい友だちに優しく回し方を
教えてあげる様子や、かるた遊びでは、お兄さんやお
姉さんに負けないように身を乗り出して頑張る姿があ
りました。最後に行われたこま回し大会では、こまが
長く回り続けるように、声援を送り盛り上がりました。

　観音寺総合高等学校の開校を前に、観音寺中央高等
学校で同校２年生と三豊工業高等学校２年生の交流行
事がありました。いよいよ統合が近づき「期待もあるが
不安や緊張もある」と生徒たち。グループごとの座談会
では、それぞれの特徴ある授業や学校の様子など、さ
まざまな話題を和気あいあいと紹介し合いました。ま
た、工業科棟の見学や学習成果発表会も行われました。

　観音寺保育所で「春茶会」があり、保護者を招いて
５歳児が抹茶のお接待をしました。茶道の先生の指導
の下、１年を通して稽古を重ね、落ち着いた振る舞い
やゆったりとした心を持つことなどを学んできました。
この日を楽しみにしていた園児たちは、緊張しながら
もにっこりと笑顔で、日ごろの感謝の気持ちを込めて
丁寧にお茶を点てました。

みんなで仲良くお正月遊び

統合前の交流会で親交を深めました心を込めて笑顔でおもてなし
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　平成２６年１０月から毎日放送（ＭＢＳ）等で放送された人気アニメ番組『結城友奈は勇者である』の作

品の中で観音寺市の街並みや風景がリアルに描かれており、聖地巡礼と称し多くのファンが本市を訪れ

ています。２月５日、讃州中学のモデルとなった観音寺中学校で、『結城友奈は勇者である』の声優５人

を招いたライブイベント「讃州中学文化祭ｉｎ観音寺市」が開催されました。ライブでは、声優の軽快

なトークや元気な歌声に、全国から訪れたファンは大盛り上がり。「ライブも楽しかったけれど、実際に

観音寺に来てみたらどの景色もきれいで、まちの人がみんな温かった」と笑顔で話してくれました。

『結城友奈は勇者である』スペシャルイベント
讃州中学文化祭 ｉｎ 観音寺市

ファン約１４００人が聖地 観音寺市に集結！！

１月２８日～２月２６日に開催された
スタンプラリーの様子。

観音寺駅や大正橋プラザは、
たくさんの人であふれました。

海外でもこのアニメは人気です。
東京在住のイギリス人のファン。

キャラクターとコラボした自転
車で、イベントを盛り上げます。

観音寺市総合コミュニティセンター
に設置された等身大パネルを撮影。

登場人物６人が、豊稔池、一の宮公園、琴
弾公園、銭形砂絵、三架橋、伊吹島、有明
浜を紹介する市内名所ポスターを撮影。

コラボ商品を購入しました。

名古屋からやってきた３人組。
市内を自転車で巡ります。
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