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かんおんじかんおんじタタウウンン情報情報
警察官や地域住民が子どもたちを見守り

北海道真狩村から力作が勢ぞろい

子どもたちのふるさと応援活動

　小学校の３学期の始業日に、観音寺警察署が教職員
や交通指導員らと協力して、通学路の見守り活動を強
化。警察官33人が各校区の中で特に交通量の多い交差
点や信号機のない横断歩道に立ち、通学する児童に声
掛けを行いました。信号機のない横断歩道での車の一
時停止率が低い香川県。同署交通課の本田課長は、「横
断歩道を渡る時は車に意思表示をし、車が止まったこ
とを確認して渡ってほしい」と話しました。

　中央図書館で、市と姉妹都市である北海道真狩村の
小学生の図画や習字を紹介する作品展が開催されまし
た。「私のおすすめ」と題し、学校内から見える紅葉や
空想の町をユニークに描いた絵、力強い書など計30点
が展示され、来館者の目を楽しませていました。
真狩村では、常磐・柞田・粟井小学校の児童
の作品34点が展示されています。
昨年12月に修学旅行で訪れた、北海道真狩高校の
生徒が市内果樹園で農業実習を行った様子も紹介！
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　ほっとはうす萩で「親子たこ作り教室」が開催され、
９組26人の親子が参加しました。仮屋じゃこ倶楽部の
人たちの指導のもと、たこに好きな動物やキャラクタ
ーの絵を描き、たこ糸を結び付けたりテープで補強し
たりして、オリジナルのたこを完成させました。この
日は風もあり、絶好のたこ揚げ日和。子どもたちは運
動場を元気に駆け回り、親子でたこ揚げを楽しんでい
ました。

風に乗って  たこたこあがれ1/17

　市民団体「愛と心を語り継ぐ会」が、子どもたちに
戦争や平和を考えるきっかけにしてもらおうと、オリ
ジナル絵本『柞田飛行場』を作成しました。２００冊
が市内小・中学校や幼稚園、保育所などに寄贈され、
柞田小学校で贈呈式を開催。絵本を読んだ児童は「も
うこんな苦しい生活をする人が出てほしくない。平和
の勉強を深めていきたい」と話していました。

同団体は、観音寺市市民活動団体に登録されています。

　優秀な実績のある幼稚園・学校のＰＴＡに贈られる
令和２年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰に、大野原幼
稚園ＰＴＡが選ばれました。２００人超の保護者全員
が参加しており、園との協力体制や地域に根差した活
動などが評価されました。ＰＴＡ会長の藤川ゆう子さ
んは「今後も先生と一緒に子どもたちのためにできる
ことを精一杯していきます」と話しました。

平和への願いを込めて絵本を贈呈大野原幼PTAが文部科学大臣表彰

令和２年度 教育功労賞・教育奨励賞
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小中学生が、地域のあちらこちらで活躍中！
さまざまな取り組みを紹介します。

全校生74名が
とうどうばやしに
参加

６年生69人が
通学路を清掃

６年生93人が
学校周辺を清掃

全校生から
楽陽荘の皆さんに
プレゼント

地域の人が用意してくれた竹に作品を付けて燃やし、
書道の上達を祈りました。

卒業プロジェクトの一環として、６年間の思いを込
めて通学路のゴミ拾いをしました。

地域や学校への感謝の気持ちを込めて、学校周辺を
美しく掃除しました。

アルミ缶回収の収益で購入した消毒用アルコールや
歌のDVD、手作りのプレゼントを贈りました。

粟井小学校

常磐小学校

大野原小学校

柞田小学校

　他の模範となる児童や生徒、長年にわたり青少年の
健全育成やスポーツ指導、学校教育などの分野で貢献
された皆さんに、教育委員会より表彰状を贈り、功績
をたたえました。

教育功労賞　一般１人、教職員１人
教育奨励賞　一般９人、教職員４人
　　　　　　小学生９人、中学生５人
　　　　　　１団体（大野原小学校マーチングバンド）



子育て応援情報
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　わらべうたを歌いながら、赤ちゃんの心と体に
優しくタッチ！ 

３月10日(水)、24日(水)
午前10時15分～午前10時45分

（午前10時～受け付け）
ほっとはうす萩　　乾 昌代先生
６カ月ぐらいまでの赤ちゃんと保護者
６組（６組を超える場合は別時間を案内）
無料　　バスタオル、飲み物
　健康増進課 母子保健係　☎２３－３９６４
観音寺市愛育会

　親子の健康増進を通じて、地域や家族の
健康づくりを進め、自分たちの住む地域を
より良くするために各地区で活動している
ボランティア団体です。
　赤ちゃんから就学前の子どもを持つ親や
その家族、活動に賛同してくれる人なら、
誰でも参加できます。気軽に問い合わせて
ください。
　　　　タッチケア＆わらべうた

　　愛育会事務局（健康増進課 母子保健係）☎２３－３９６４

　愛育会の活動に賛同している人を中心に、
子どもを持つ親同士のつながりを広げる活
動をしています。会員は、子育てを終えた
人やお孫さんがいる人、子育て中の人など
さまざまです。
　一緒に子育て中のお父さん、お母さんを
応援しませんか。

　　　　赤ちゃん同窓会

３月１日～７日は子ども予防接種週間
　入園入学など新生活が始まる前に、体調
を整え、予防接種を受けましょう。各医療
機関で接種日時を確認し、事前予約をお願
いします。
　健康増進課 母子保健係
　☎２３－３９６４

相 談タッチケア＆わらべうた　

愛育会の会員を募集しています

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、貸
付など

児童相談
（要予約）

３月10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
(要予約)

３月23日(火)
午前９時15分～午前10時45分 保健

センター心理相談
(要予約)

３月23日(火)
午前９時～午前11時50分

 　健康増進課 母子保健係　☎２３－３９６４

申問

主な活動主な活動

申問

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。

問

問

時

所 講
対
数
料

主

問

持

中 央 図 書 館　☎23－3960
大野原図書館　☎54－5715
豊 浜 図 書 館　☎52－1206

中央図書館

豊 浜 図 書 館

休館日　１・８・15・22・29

★おはなし会　　　　　６日（土）13：30～14：10

★英語のおはなし会　　16日（火）11：00～11：30

★つぼみ愛書会　　　　19日（金）13：30～

★英語をたのしもう！　毎週（金）14：30～15：00

大 野 原 図 書 館

★おはなし会　　　　　13日（土）10：30～11：30

★英語のおはなし会　　26日（金）11：00～11：30

★工作教室　　　　　　６日（土）13：30～14：30

　折り紙ではらぺこあおむしをつくろう！

　定員10人程度（先着順・予約不要）

★英語のおはなし会　　23日（火）11：00～11：30

★おはなし会　　　　　27日（土）10：30～11：00

図書館だよりLibrary News

「ありがとう」で幸せ気分 特集
「ありがとう」という気持ちを持
つと、幸せな気分になれる「幸せ
ホルモン」が出ます。コロ
ナ禍で、少しでも穏やかな
気持ちで過ごせるような本
を集めましたので、ぜひ手
に取ってみてください。

今月のおすすめ本
『ことばたんてい　　　　　　　

　きょうふのばらばらじけん』
平田昌広/作　平田景/絵

新日本出版社

ホームページを
リニューアルしました

こくご小学校で「不気味なもの」を発
見。騒ぎになる前に呼ばれたことばた
んていですが、すでに学校中の「言葉」
がめちゃくちゃに。おかしいところを
見つけて、一緒に事件を解決しよう！ 図書館ホームページ

【新しい機能】
・あいまいな単語で検索できる
・本の表紙が表示される
・読書履歴が分かる「読書アル

バム」ができる
・希望するジャンルの新刊本が

入るとお知らせ
　（要登録）

島 　 実
み

 愛
あ

ちゃん
父  光一郎さん　母  麻衣さん

加 藤 弥
み

桃
と

ちゃん
父  雄馬さん　　母  麻実さん

三 宅 煌
あ

斗
と

ちゃん
父  郁也さん　　母  沙姫さん

横 山 千
ち

晃
あき

ちゃん
父  謙次さん　　母  真希さん

喜 井 春
はる

翔
と

ちゃん
父  瑞紀さん　　母  郁代さん

令和２年３月生まれ

受　　付：３月１日（月）午前８時30分から（先着順）
申込方法：秘書課へ電話または窓口で申し込み。
　　　　　申し込み後、１週間以内に申込書と
　　　　　写真を提出してください。
窓　　口：秘書課 広聴広報係・大野原支所・
　　　　　豊浜支所・伊吹支所
問い合わせ先：秘書課 広聴広報係　☎２３－３９１５

令和２年６月生まれの子どもを募集します

１歳お誕生日おめでとう

Hello Kids!!Hello Kids!!

観音寺市愛育会って？ 観音寺市愛育会わかばって？
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　全国で毎年約２万人が自殺で亡くなっていま
す。令和元年の香川県の自殺者数は１４１人で、
そのうち観音寺市は８人です。自殺した人の多
くは、うつ病などの健康問題をはじめ、さまざ
まな要因で追い込まれた末に死を選んでいます。
自殺は誰にでも起こりうる社会的な問題です。
　自殺前には多くの場合、「心のサイン」が出
ています。家族や周囲の人がサインに気付き、
少しでも早く必要な支援を受けられるようにす
ることが大切です。
　市では毎月、こころの健康相談を行っていま
す。相談日は、広報かんおんじ「相談あれこれ」

（今月は27ページ）に掲載しています。気軽に
相談してください。
問い合わせ先
　社会福祉課 障がい者福祉係
　☎２３－３９６３　Ⓕ２３－３９９３

●心のサイン
・これまで楽しんできたことが楽しくない
・眠れない、朝早く目覚める
・自分は役に立つ人間と思えない
・食欲不振　
・頭痛、頭が重い
・毎日の生活に張りがない
・憂鬱(ゆううつ)で気分が重い　
・便秘や下痢をする
・注意力や集中力の低下

こころの健康相談統一ダイヤル
日時　平日　午前９時～午後４時30分
　　　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
問い合わせ先
　香川県精神保健福祉センター
　☎０５７０－０６４－５５６

３月は自殺対策強化月間です

男女共同参画 企画課 男女共同参画推進室　☎２３－３９１７　Ⓕ２３－３９２０

ＳＤＧｓ ～目標５：ジェンダー平等と女性の能力強化を目指して～ＳＤＧｓ ～目標５：ジェンダー平等と女性の能力強化を目指して～

　男女共同参画に関連する目標は、５番目の『ジェンダー※平等を達成し、すべての女
性および女児の能力強化を行う』です。主なターゲットには、女性へのあらゆる差別・
暴力の撤廃、育児・介護や家事労働の責任分担、あらゆる意思決定の場で女性の参画
やリーダーシップの機会の確保などを掲げています。
　ジェンダー平等は、全てのＳＤＧｓの目標達成に深く関わっており、国際的にも重

要視されています。一人ひとりが輝ける男女共同参画社会の実現に向けて、あらゆる場に存在するジェン
ダーに気付き、見つめ直してみませんか。

※社会的・文化的につくられる性別

ＳＤＧｓ（エスディージーズ）とは
「誰一人取り残さない」持続可能でより良い社会の実現を目指
す世界共通の目標です。２０１５年の国連サミットで採択さ
れた「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ（行動計
画）」の中で掲げられ、２０３０年までに達成すべき17の目
標と１６９のターゲット（達成基準）から構成されています。

こんな症状が２週間以上
続いたら要注意！

市役所からのお知らせ




