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　観音寺市男女共同参画ネットワーク「ＧＥＮＫＩネ
ット」と市が共催し、ワーク（仕事）・ライフ（生活）・
バランス（調和）をテーマに講演会とワールドカフェ
を中央図書館で行いました。講師の藤原奈緒美先生は、
自身が管理職として長年働いていた経験から、仕事と
生活を共存させながら、持っている能力を発揮し、自
分らしい人生を謳歌しようと参加者に呼びかけていま
した。

　観音寺市国際交流協会主催のグローバルセミナーが
開催され、ブルンジ共和国出身で昨年１０月から香川大
学に在学するダンシルさんが母国の紹介をしてくれま
した。同国は、緑豊かな風景が美しいことからアフリ
カ中央高地の「リトルスイス」と呼ばれ、コーヒーや
茶等の栽培が盛んです。また観光資源もたくさんあり、
多くの観光客を呼び込みたいと話していました。

ブルンジ共和国ってどんな国？

市長が観音寺の青果物をＰＲ

誰もが働きやすい環境を目指して
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　観音寺産の青果物の紹介と販売促進のため、ＪＡ香
川県関係者や生産者とともに、滋賀県草津市および彦
根市の量販店で、地元の消費者に向けてトップセール
スを行いました。姉妹都市の草津市では、橋川草津市
長も参加してレタスやブロッコリー、青ネギ、セルリ
ー、イチゴなど、観音寺の新鮮で安全な野菜や果物を
ＰＲし売り場は大盛況でした。
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　市は、消防団員の雇用や従業員の消防団活動への積
極的な配慮など、消防団への協力が認められる４事業
所を協力事業所として認定し、白川市長が表示証を交
付しました。市長は「地元の事業所の協力は大変あり
がたいことです」とあいさつ。光工業株式会社、朝倉
代表取締役が「消防団員の社員が、誇りをもって出動
できるようバックアップしていきたい」と話しました。

消防団協力事業所に表示証を交付

　観音寺市消防団豊浜方面隊が、豊浜町梨の郷ふれあ
い展望所付近で山林防火訓練を行いました。周辺は山
林のため、一度火災が起これば大規模なものになりか
ねません。参加した消防団員約５０人は、高低差のある
林道にホースを延長・中継し放水をするなど、有事に
備えて丁寧かつ迅速に一つ一つの作業を確認し合い、
本番さながら懸命に訓練を行っていました。

有事に備えて山林防火訓練
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　百歳を迎えた松浦廉
きよし

さん（昭和町）を白川市長が訪問
し、長寿を祝いました。妻の富子さんや家族に囲まれ
る中、市長から顕彰状が贈られるとうれしそうに見つ
めていました。若いころは板金業を営んでおり、９８歳
まで１日２回自転車で近くの店まで買い物に行ってい
たという廉さん。娘３人を育て、孫７人、ひ孫４人に
恵まれて、現在は夫婦二人穏やかに過ごしています。

ご長寿おめでとうございます 262

心温まる楽しいひとときを組手競技で１分３０秒の戦いに挑みます

赤ちゃんがいる生活をイメージして

　観音寺市女性団体連合会が地域の人を招いて、豊浜
公会堂でひな祭りを開催。会員の心温まるおもてなし
や地域の人が持ち寄ったきらびやかなひな人形が、来
場者の心を和ませていました。また、地元の幼稚園や
保育所の園児らと手遊びをしたり、体を動かしたりと
世代を超えて楽しく交流し、子どもたちはお礼に「う
れしいひなまつり」の歌を元気いっぱい披露しました。

　文部科学大臣旗争奪 彩の国杯第１１回全国中学生空
手道選抜大会出場選手激励会がありました。白川市長
は「全国各地から選ばれた強豪選手が集まる中で、技
の向上を目指し良い成績を残せるよう頑張ってくださ
い」と激励。空手着姿の選手たちは「練習の成果を十
分出せるよう頑張りたい」「一つでも多く勝ち上がりま
す」などと勇ましく決意を述べました。

　育児についての心の準備講座「プレパパ・プレママ
大学」が保健センターであり、１３組の夫婦が参加しま
した。小児科医や臨床心理士、助産師から妊娠中の過
ごし方やお産の経過、子育ての話を聞いた後、男性と
女性に分かれて座談会を行い「赤ちゃんが熱を出した
ときどうするか」「家事や育児のストレス解消法は？」
など、さまざまなテーマのもと意見を出し合いました。

　「自分の感性でデザインした作品が完成したときが
一番うれしい」「作品を作る楽しさはもちろん、隔週あ
る教室で仲間に会えるのも楽しみ」と話してくれるの
は、市民講座で押し花を楽しむ皆さん。色紙に載せて
いく四季折々の草花や花びら等の花材は、苗から自分
で育てたり仲間から分けてもらったりしたもの。作品
は、市民講座作品展や市民文化祭で披露しています。

　市愛育会主催の子育て講演会が中央図書館であり、
子どもから祖父母世代まで約８０人が参加。認定音楽療
法士の栗田京子先生から「何事にも大切なリズム感。
子どもをぎゅっと抱いて、ゆっくりと揺れることでリ
ズム感も良くなる」などとアドバイスを受け、音楽に
合わせて体を動かしたり、スカーフを使って遊んだり
し、子どもたちの笑顔が溢れる講演会となりました。

自分の作りたい作品を自分らしく制作！音楽で心と体を育もう

▼特別な衣装、インブタノに正装したダンシルさん

北四国インテック㈱、光工業㈱、㈱三興組、㈱大建（敬称略） 

平成29年度市民講座開講案内の詳細は10ページに掲載

▼ワールドカフェ（カフェのようなくつろいだ雰囲気の中で、
少人数のグループに分かれ自由に会話を楽しむこと）でワ
ーク・ライフ・バランスについて、おのおのの経験や意見
を出し合いました。
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健康づくり・ふる里探検ウオーキング
　　はだしで有明浜を歩こう

平成２９年度栄養教室受講生募集

マダニを介してうつる感染症に注意

ペットが持ち込むマダニにも注意を

５月１６日（火）午前９時集合～午前１１時３０分

有明浜グラウンド（休憩所）

約３キロメートルのウオーキング、珍しい

海浜植物の観察や説明

無料　　　５月９日（火）まで

飲み物、タオル、帽子、履物を入れる袋、

「ふる里探検隊」の冊子

（お持ちでない人には当日お渡しします）

　健康増進課成人保健係

　☎２３－３９６４

　健康づくりのため食生活の案内役としてボラン

ティア活動を行うヘルスメイト（食生活改善推進

員）を募集します。仲間と一緒に楽しく健康づく

りを考えてみませんか。

６月～１１月（全６回）午前９時～午後１時

保健センター

教室修了後、ヘルスメイトとして活動できる市

内在住の人

３０人（先着順）　　３，０００円

５月８日（月）まで

エプロン、三角巾、筆記用具、お米１／２合

観音寺市食生活改善推進協議会

　健康増進課　☎２３－３９６４

　マダニは、春から夏にかけて活動が盛んで、

さまざまな病原体を保有していることがあり

ます。かまれると日本紅斑熱「リケッチア」、

ライム病「細菌」、重症熱性血小板減少症（Ｓ

ＦＴＳ）「ウイルス」にかかることがあります。

長袖や長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子や

手袋を着用し、首にはタオルを巻くなど肌の

露出を控えましょう。虫よけスプレーも補助

的な効果があります。地面に直接寝転んだり、

腰を下ろしたりするときにも注意が必要です。

　また屋外活動後の入浴時には、体にマダニ

が付いていないか確認しましょう。もし、マ

ダニにかまれていたら、医療機関で処置をし

てもらいましょう。無理に引き抜くと、マダ

ニの一部が皮膚に残る場合があります。

　マダニが多く潜む場所は草むらです。犬や

猫に取り付き、家の中にマダニが持ち込まれ

ることがあります。外からのマダニの持ち込

みをしないために、散歩後の犬はブラッシン

グをしてマダニを取り除き、猫は室内飼育が

望ましいです。

健康増進課　☎２３－３９６４

香川県西讃保健福祉事務所保健対策課

☎２５－２０５２

高齢者肺炎球菌ワクチン
　　　定期予防接種のお知らせ

麻しん風しん混合２期予防接種
　　　　　　　　　のお知らせ

結核・肺がん検診を受けましょう

伊吹地区がん検診

　下表に該当する人は、高齢者肺炎球菌ワクチ

ン予防接種の公費助成を受けることができます。

ただし、過去に一度でも肺炎球菌ワクチンを接

種したことがある人は対象外です。対象者には

予診票を送付します。

４月１日～平成３０年３月３１日

下表の人または接種日に６０歳以上６５歳未満の

人で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免

疫不全ウィルスの機能障害で身体障害者手帳

１級を持っている人

２，０００円

ただし市民税非課税世帯および生活保護世帯

の人は自己負担金が免除されます。必ず接種

前に印鑑と身分証明証、予診票を持参して、

健康増進課窓口で申請手続きをしてください。

各支所でも受け付けています。

体調が悪くて接種ができない人は主治医にご

相談ください。

健康増進課母子保健係　☎２３－３９６４

６５歳 昭和２７年４月２日生～昭和２８年４月１日生

７０歳 昭和２２年４月２日生～昭和２３年４月１日生

７５歳 昭和１７年４月２日生～昭和１８年４月１日生

８０歳 昭和１２年４月２日生～昭和１３年４月１日生

８５歳 昭和７年４月２日生～昭和８年４月１日生

９０歳 昭和２年４月２日生～昭和３年４月１日生

９５歳 大正１１年４月２日生～大正１２年４月１日生

１００歳 大正６年４月２日生～大正７年４月１日生

　４月上旬に該当者に予診票等を送付します。

体調を整えて早めに受けましょう。

４月１日～平成３０年３月３１日

平成２３年４月２日から平成２４年４月１日まで

に生まれた子ども

無料

健康増進課母子保健係　☎２３－３９６４

　観音寺地区の結核・肺がん検診を次の日程で行

います。日本人のがん死亡原因の１位は肺がんで

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、お申し込みください。

（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
かくたん

痰検査…５００円（５０歳以上の高喫煙者のみ）

肺がん、胃がん、大腸がん…４０歳以上、

結核…６５歳以上

結核・肺がん、胃がん…無料

大腸がん…５００円（６９歳以下）

　　　　　３００円（７０歳以上）

結核・肺がん、胃がん検診は時間予約制です。

必ず事前に申し込みをしてください。

健康増進課成人保健係　☎２３－３９６４

※豊浜、大野原地区の日程は広報かんおんじ３月号で
ご確認ください。

※大腸がん検診は４月２６日、２７日の検診時間内に行います。

受付時間 場　　所

４月１７日（月）
９：００～１０：００ 室本新田集荷場

１０：３０～１１：３０ 室本港小公園前
１３：００～１６：００ 保健センター

　　１８日（火）
９：００～１０：００ 観音寺西公民館

１０：３０～１１：３０ 老人憩の家
１３：３０～１５：３０ 高室公民館

　　１９日（水）
９：００～１０：００ 黒渕山田神社

１０：３０～１１：３０ 中出自治会館
１３：３０～１４：３０ 楽陽荘前

　　２０日（木）
９：００～１０：３０ 豊田公民館

１１：００～１１：３０ 新田金安神社
１３：３０～１５：００ 黒嶋神社

　　２１日（金）

９：００～　９：３０ 奥谷自治会館
１０：００～１１：３０ 粟井公民館
１３：００～１４：００ 流岡公民館
１４：３０～１５：３０ 出作町若宮神社

　　２４日（月）
　９：００～１１：３０ 保健センター
１３：３０～１５：３０ 中洲町医師会館

　　２５日（火）
　９：００～１０：００ 山田消防屯所前
１０：３０～１１：００ 油井自治会館
１３：３０～１５：３０ 常磐公民館

　　２６日（水）
９：３０～１０：３０ 木之郷公民館

１１：００～１１：３０ 八丁自治会館
１３：３０～１５：３０ 柞田公民館

　　２７日（木）
９：３０～１０：００ 旧丸勝倉庫前

１０：３０～１１：３０ 吉岡自治会館
１３：３０～１５：３０ 一ノ谷公民館

　　２８日（金）

９：００～１０：００ 南町自治会館
１０：３０～１１：３０ 瀬戸町三丁目自治会館
１３：００～１３：３０ 有明出荷組合八幡集荷場
１４：００～１５：３０ 観音寺東公民館

５月１日（月）
９：３０～１２：００

保健センター
１３：００～１５：００

４月２６日（水） １４：００～１６：００ 真浦港

４月２７日（木） ７：００～１０：００ 真浦港

観音寺地区結核・肺がん検診日程表

結核・肺がん

胃がん検診

三豊総合病院健康教室
●男性の調理実習

４月５日（水）午前１０時～午後０時３０分

インスタントスープで野菜をたくさん食

べよう

●夜間糖尿病教室

４月１３日（木）午後６時～午後７時

糖尿病ってなぁに？食生活のポイントに

ついて

●腎臓病教室

４月２０日（木）

午後３時３０分～午後４時３０分

腎臓の働きについて、腎臓病に使われる

お薬について

●肝臓病教室

４月２７日（木）午後２時～午後４時

肝臓がんの診断と治療、肝臓のおくすり、

肝臓にやさしい食事（エネルギーと組み

合わせ）

調理実習は、実費６００円が必要

各教室とも予約が必要（調理実習は１週

間前まで）

　同病院健康管理センター

　　　　　　　☎５２－２７２６

みとよサプリ
４月１９日（水）午後１時３０分～午後２時

急いで受診するとき、しないとき！パー

ト２

三豊総合病院南棟ホール

同病院　☎５２－３３６６
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子育て応援情報
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受　　付：４月３日（月）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７月生まれの子どもを募集します

岸 上 心
この

花
か

ちゃん

父 佳太さん　　母 知世さん

寒 川 愛
あい

梨
り

ちゃん

父 拓実さん　　母 実佳さん
（柞田町） （植田町）

小 出 桃
もも

歌
か

後 根 桃
もも

花
か

ちゃんちゃん

父 和也さん　 　母 悠さん父 圭佑さん　　母 愛美さん
（大野原町中姫）（吉岡町）

秋山康
こう

太
た

郎
ろう

光 中 楓
ふう

真
ま

ちゃんちゃん

父 康博さん　　母 愛子さん父 隆史さん　　母 郁江さん
（八幡町）（昭和町）

平成２８年4月生まれ

問い合わせ先：秘書課広聴広報係　☎２３ー３９１５

トピックス

　柞田幼稚園と豊田幼稚園、一ノ谷幼稚園の統
合幼稚園の園名が「観音寺市立観音寺中央幼稚
園」に決定しました。
　地域の皆さんや保護者から応募があった園名
案を基に、統合準備委員会において検討、協議
し、５つの園名候補を教育委員会へ報告しまし
た。教育委員会では、５つの候補をそれぞれ尊
重しながら審議し、最終決定しました。

　保護者の育児不安を軽減するため、育児の仕
方や子どもとの関わり方を指導したり相談に乗
ったりしています。
　市内の６カ所の地域子育て支援センターで、
臨床心理士と保健師が２人１組で相談に乗り、
個別相談も実施しています。どんなことでも気
軽にご相談ください。
　６月からは観音寺市子育て支援センター（旧
萩原小学校）でも原則第２火曜日に実施予定です。

就学前児童親子相談事業 地域子育て支援センター
名称（場所） ４月の実施日 時間 開催時間 連絡先

ちびっこらんど
（ふたば保育園内）

２０日（木）
（原則第２木）

１０：００

～

１２：００

午前１０時～　
　　午後３時
（火・木～日）

ふたば保育園
☎２５－５３８８

いちごっこ
（高室保育園内）

２５日（火）
（原則第４火）

午前９時～　
　　午後２時

（月～水・金・土）
高室保育園

☎２４－３１３０

なかよし広場
（柞田保育所内）

２０日（木）
（原則第３木）

午前９時～　
　　午後２時
（月～金）

柞田保育所
☎２５－５１１５

愛あいランド
（愛和保育園横）

１２日（水）
（原則第２水）

愛和保育園
☎５７－１５０１

わくわくクラブ
（中部保育園内）

６日（木）
（原則第１木）

中部保育園
☎２５－８３５９

ピコット
（さみどり教室）

３日（月）
（原則第１月）

くれよん保育園
☎２４－４４５５

５つの園名候補
　●観音寺中央　●みつば　または　三ツ葉
　●天王丘　　　●さくら
　●くすのき　または　くすの木
応募者数　１０６人
園名案数　　５９案
　多数の応募、ありがとうございました。

「観音寺市立観音寺中央幼稚園」は
平成３１年４月開園予定です。
問い合わせ先　教育総務課　☎２３－３９３７

対象者
　就学前の児童を養育している保護者など
相談日時
　毎月１回、午前１０時～正午
個別相談受付時間
　午前１１時まで
実施場所
　各地域子育て支援センター（左表）
相談スタッフ
　臨床心理士と保健師各１人
注意

相談日は、都合により変更する場合があり
ます。

　詳しくは、市ホームページ
（くらしナビでさがす→子育て・保育→
　観音寺市就学前児童親子相談事業）で
　ご確認ください。

※この事業は「かがわ健やか子ども基金」を活用
しています。

問い合わせ先
●子育て支援課　☎２３－３９６２
●各地域子育て支援センター （左表参照）

統合幼稚園の園名が決定
観音寺市立観音寺中央幼稚園

気軽に相談してください

就学前児童親子相談事業

ファミリー・サポート・センター
会員募集中 　障がい児（知的障がい、発達障がい）の情報交換

会や交流会を開催します。
毎月第２日曜日
午前９時３０分～午前１１時３０分

（日程は変更になる場合があるので、お問い合わせ
ください）
軽スポーツ、レクリエーション、クッキングなど
社会福祉課障がい者福祉係　☎２３－３９６３

のびのびくらぶ

　「ファミリー・サポート・センター」は、地域
の中で子育ての援助をしてほしい人「おねがい
会員」と子育ての援助をしたい人「まかせて会
員」が会員になり、会員同士で子育てを助けあ
う有償のボランティア組織です。

　市内に在住または在勤で、生後６カ月から
小学６年生までの子どもを持つ保護者

　市内に在住で、観音寺市社会福祉協議会主
催の「まかせて会員養成講座」を受講した人

●保育施設までの送迎や預かり
●授業後の預かり
●買い物など外出時の預かり　など

会員になるには、ファミリー・サポート・
センターへの登録（無料）が必要です。
気軽にお問い合わせください。

　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

おねがい会員

問い合わせ先

まかせて会員

主な援助内容

注意

問
内

時

相　談

講座・教室

家庭児童
相談

子育ての不安、
養育困難、虐
待、家庭内の
相談など

土・日曜日、
祝日を除く

毎日
午前８時３０分

～

午後５時

市役所１階
家庭児童
相 談 室

母子・父子
自立相談

ひとり親家庭
の相談や援助
など

児童相談
（要予約）

４月１２日（水）
午後１時３０分～午後４時

（県の専門相談員が対応）
　 子育て支援課こども・女性相談係　☎２３－３９５７

育児相談 ４月４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

問

問
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