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新型コロナウイルス関連情報

　新型コロナウイルス感染症の影響で、事業の継続が難しく
なったり、収入が大幅に減少したりなど、市税等の納付が困
難な人は、納税が猶予・減免される場合があります。詳しく
は相談してください。
　対象要件や申請書類など、
詳しくは市ホームページに
掲載しています。

問い合わせ先　税務課 市民税係・徴税係
　　　　　　　☎２３－３９２２　Ⓕ２５－５９００

　市ホームページで
随時お知らせしてい
ます。

税金の減免

市税などの納付が難しい人へ
　新型コロナウイルス感染拡大
防止に役立てるため、匿名でマ
スクを寄贈いただきました。

ありがとうございます

イベントの中止・延期情報
税金の徴収猶予

　新型コロナウイルス感染症の影響などで増加する
子育て世帯への経済的負担の軽減および高等学校等
に就学する児童を支援するため、17・18歳臨時特別
支援金を支給します。
対象　対象児童が属する世帯の世帯主または代表者
　　※令和２年７月１日現在（基準日）
対象児童

平成14年４月２日～平成16年４月１日生まれで、
基準日に次のいずれかの要件を満たす児童

①本市に住所がある
②高等学校等へ就学などの理由で、本市から転出し

ている（基準日に高等学校等に就学しており、転
出前に児童が属していた世帯員が本市に住所を有
していること）

③本市に所在する高等学校に就学し、本市に居住事
実がある

申請方法
・対象児童①がいる世帯には、世帯主宛てに申請

書を送付しています。必要事項を記入の上、支
給対象者（世帯主など）の本人確認書類の写し、
口座確認書類の写しを添えて、同封の返信用封
筒で申請してください。

・対象児童②③がいる場合は、ホームページから
申請書をダウンロードするか、子育て支援課ま
で問い合わせてください。添付書類は上記のほ
か、就学が確認できる書類や居住事実を証明す
る書類などが必要です。

給付額　対象児童１人につき３万円
受付期間　令和３年１月31日(日)まで（必着）
注意　他の市区町村で、同様の趣旨の給付金等を

受給している場合は対象外
問い合わせ先　子育て支援課　☎２３－３９６２
　　　　　　　　　　　　　　Ⓕ２３－３９９３

17・18歳臨時特別支援金を支給します
　９月12日、香川県独自の警戒レベルが「感染警戒期」から「準感染警戒期」に引き下げられま
した。しかし、再度感染が拡大しないよう、油断せずに対応していくことが大切です。市民の皆
さんには引き続き、基本的な予防対策である「新しい生活様式」の徹底をお願いします。

（９月15日現在）

●ＬＩＮＥアプリ「かがわコロナお知らせシステム」や、厚生労働省「新型コロナウイルス接
触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）」の利用をお願いします。

マスクを着ける 帰宅後は手洗いうがい 毎日の健康チェック

人との間隔をとる ３密を避ける 小まめに換気

会話するときはマスク着用 手洗いはせっけんで丁寧に 体調が悪い時は無理しない

心の距離は縮める 密閉・密集・密接しない 空気を入れ替える

新型コロナウイルス関連情報

季節の移り変わりを目で楽しもう
　日本では昔から四季を大切にし、新しい季節の到来を料理で
表現してきました。和食は四季折々の食材を使うだけでなく、
調理方法を工夫して季節を表現します。季節の移り変わりを目
で見て子どもたちが楽しめるよう、学校給食でも献立を工夫し
ています。
　今回は、山々が赤や黄色に色づく紅葉を表現した「もみじ揚
げ」です。ぜひ家庭でも作ってみてください。

ちくわのもみじ揚げ

（４人分）材 料

ちくわ６本、ニンジン50g、
水大さじ４、薄力粉大さじ３、
揚げ油適量

作 り 方

❶ちくわを斜め２等分にする。
❷ニンジンは皮をむき、すりおろす。
❸すりおろしたニンジン、薄力粉、水をボウルに入れ、混ぜ合わせる。
❹ちくわを❸にくぐらせる。
❺180度に熱した油で衣がカリッとするまで揚げる。

〈献立〉観音寺学校給食センター〈献立〉観音寺学校給食センター
●麦ご飯●ちくわのもみじ揚げ
●野菜のおかかあえ●豚汁●リンゴ●牛乳

学校給食課　☎５７−６６６０学校給食課　☎５７−６６６０学 校 給 食 食育コーナー食育コーナー
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Event InformationEvent Information

　四国まんなか交流協議会（観音寺市 ・ 三好
市・四国中央市）主催のインスタグラムフォト
コンテストを開催します。募集テーマは、「わたし
のまちの自慢の風景」です。入賞者には、３市の
すてきな賞品をお贈りします。皆さんからの応募
をお待ちしています。

●応募期間
　10月１日(木)～令和３年１月31日(日)
※投稿写真は、応募期間中に撮影されたものに限

ります。

　高齢者の元気づくりをお手伝いしていただける
ボランティアの養成研修を開催します。

●応募資格
①市内在住の人
②地域で介護予防や生活支援に関する活動をし

てみたい人
③２日間の受講が可能な人

●会場　市役所２階２０１・２０２会議室
●人数　20人（先着順）
●受講料　無料
●受付期間　11月13日(金)まで
●日程・内容

申し込み・問い合わせ先　高齢介護課 地域包括支援センター　
　　　　　　　　　　　　☎２５－７７９１　Ⓕ２４－８８９１

こんな思いをもっている人を募集！

地域での活躍の場

・高齢者への声かけやちょっとしたお手伝いが
できたら…

・地域のボランティア活動に参加してみたい
・自分の経験を高齢者の介護予防のために
　生かしたい

・高齢者宅への見守り訪問
・介護予防教室の補助
・いきいきサロンや居場所づくりのお手伝い
・有償ボランティア活動（ゴミ出しや掃除、
　買い物など）

　新型コロナウイルス感染拡大の状況により、昼食の有無や料金が変更になる場合があります。詳しくは、
問い合わせてください。
　　　　　　　　　申し込み・問い合わせ先　観音寺市観光協会　☎２４－２１５０　Ⓕ２３－０４０４

●参加方法
３市いずれかの場所で撮影した写真にハッシュ
タグ「＃四まん協2020」「＃○○○市」（撮影場
所のある市）を付けて、四国まんなか交流協議
会のアカウント（@yonman_kyou）をフォロ
ーの上、投稿してください。詳しくは、同アカ
ウントに掲載している募集要項を確認してくだ
さい。

問い合わせ先
三好市役所 地方創生推進課　
☎０８８３－７２－７６０７
Ⓕ０８８３－７２－７２０２

四国まんなか交流協議会　インスタグラムフォトコンテスト2020

観音寺市介護予防サポーター・生活支援ボランティア養成研修

かんおんじまち歩き　参加者募集

　平家落人の郷といわれている有木地区。平有盛が
伝えたといわれる陣太鼓や、阿弥陀如来を安置して
いる阿弥陀堂までの道を散策します。（３時間／約
４キロメートル）

●日時　10月25日(日) 午前９時30分集合
　　　　（午前10時出発）
●集合場所　五郷ダム
●料金　２,０００円
　　　　（昼食代・保険料
　　　　 などを含む）
●人数　20人（先着順）

　阿波・伊予街道の分岐点に位置する大野原町五郷
海老済地区。古くは借耕牛が往来し、平家伝説やさ
まざまな昔話が数多く残っています。自然豊かな風
景を眺めながら、この地の文化に触れてみましょう。

（４時間／約５キロメートル）

●日時　11月21日(土) 午前９時集合
　　　　（午前９時15分出発）
●集合場所　旧五郷渓温泉跡地（市内から県道８号

線を徳島方面へ。当日は県道沿いに誘
導スタッフがいます）

●料金　３,０００円
　　　　（昼食代・保険料
　　　　 などを含む）
●人数　20人（先着順）

　五郷地区で大切にされてきた、石で積み上げられ
た段々畑。石の積み方は時代により異なります。石
積みの話を聞きながら、ミカン畑を散策し、ミカン
狩りを楽しみましょう。（３時間／約２キロメートル）

●日時　11月28日(土) 午前９時30分集合
　　　　（午前10時出発）
●集合場所　五郷活性化
　　　　　　センター
●料金　２,５００円
　　　　（昼食代・保険料
　　　　 などを含む）
●人数　20人（先着順）

　国の重要文化財の豊稔池堰
えんてい

堤について学び、中世
ヨーロッパの古城を思わせる威容と風格を堪能しま
しょう。また、地域の人々の力で復活した水車を見
学し、ピザ窯でのピザ作りやミカン狩りを体験しま
せんか。（約６時間）

●日時　12月５日(土) 午前９時集合
　　　　（午前９時15分出発）
●集合場所　五郷活性化センター
●料金　３,０００円（昼食代・保険料などを含む）
●人数　20人（先着順）

観音寺市の秘境を訪ねて
平家落人の郷　有

あ り

木
き

を歩く

阿波・伊予への街道を行く

３国県境の地「海
え び す く い

老済」の歴史を探る

みかん狩りと石積み文化を学ぶ

五郷を満喫しよう
豊稔池体感とみかん狩り・ピザ焼き体験

開催日 時　間 内　容

１
日
目

11月30日
(月)

13：00 ～ 13：40 いつまでも元気でいよう！介護予防の運動

13：50 ～ 14：30 介護保険制度と地域包括ケアシステムについて

14：40 ～ 15：30 高齢期の体の変化と健康づくり

15：40 ～ 16：30 高齢者との会話がはずむ！コミュニケーション術

２
日
目

12月１日
(火) 

13：00 ～ 14：00 お口のケアで長寿！健
けん

口
こう

生活、考えてみましょう

14：10 ～ 15：10 地域で支えよう！認知症サポーター養成講座

15：20 ～ 16：00 介護予防サポーターと生活支援ボランティアの役割

16：10 ～ 17：00 リラックス効果！アロマで認知症予防

新型コロナウイルス感染拡大の状況により、  行事が中止・延期となる場合があります。

イベント情報




