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　観音寺こどもミュージカル劇団ＴＯＴＥ・ＴＯＮ（トテトン）の旗
揚げ公演「夢つむぎの詩」がハイスタッフホールで行われ、約６００
人が来場しました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で公演が２回
延期になりましたが、市民約50人が参加し、プロの演出家などから指
導を受けて練習を重ね、日本の童謡・唱歌を織り交ぜながら、夢と希
望を未来へと紡いていくストーリーを熱演しました。

こどもミュージカルが１年越しに上演
大野原町にあった旧海

え び

老済
すくい

分教場が舞台モデル3/14

銀色のノズルからふわっといりこだしの香りが。雲
辺寺ロープウェイなど市内10カ所に設置予定です。

いりこだし香る自動販売機が登場3/16
　ＪＲ観音寺駅で、四国初となる「香りの出る自動販
売機」の設置セレモニーが行われました。観音寺総合
高校の生徒がラッピングデザインを考案し、コイン投
入口横にあるボタンを押すと市特産の伊吹いりこを使
っただしの香りが楽しめる仕組み。香りを体験した生
徒は、「いりこだしの良い香りがして、おなかが
すいてきた」と話していました。

かんおんじかんおんじタタウウンン情報情報
全国大会出場おめでとうございます

観音寺の自慢の産品を全国へアピール

2020年度全国選抜小学生プログラミング
大会 「みんなのみらい賞」受賞
観音寺小学校３年　天野 仁誠さん

第22回全国中学選抜卓球大会
（３月27日・28日開催）
豊浜中学校 女子卓球部

　観音寺ブランド認証産品に新たに３品が追加され、
認証書交付式がありました。イヅツみそといりこを使
った「天空の七宝スープの素」や燧灘で捕れるハモの
すり身を使った「やまぢのはも天」、高い栄養価と豊富
な食物繊維が特徴の「瀬戸内生きくらげ」の３品です。
白川市長は「工夫を凝らし全国的に売り込んで、市を
アピールしていってほしい」と期待を寄せていました。

天空の七宝スープの素
ロメインレタスやかまぼこ、讃岐うどんなどを組み合わせた鍋料
理「天空の七宝鍋」を家庭で手軽に味わえます。地元の事業者が
アイデアを出し合ってできた商品。

やまぢのはも天
燧灘で取れるハモを小骨も一
緒にミンチにし、すり身と練
り込み手揚げしています。風
味の良さと、じゃこ天に似た
独特な食感が楽しめます。

瀬戸内生きくらげ
国産原木で栽培。きくらげは食
物繊維やビタミンＤ、ミネラル
などを豊富に含む食材。サラダ
に入れたり、炒め物や煮物に添
えても身くずれしません。

3/17

　次回公演の説明会を開催します。
日時　５月30日(日)午前10時～
場所　ハイスタッフホール会議室７
対象　小学１年生～中学３年生
問い合わせ先
　観音寺こどもミュージカル事務局
　（ハイスタッフホール事務室内）
　☎２３−３９３９

童謡・唱歌は小学校で歌ってい
たので懐かしく、海老済分校時
代を思い出しました。周りは皆
涙ぐんでいて、幕が下りた後も
　　　　　しばらく拍手が鳴り
　　　　　　やまない、素晴ら
　　　　　　　しいミュージカ
　　　　　　　　ルでした。

石井　敏さん（大野原町）

作品の舞台・大野原町五郷
地区から約40人が観劇！

劇団員募集
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　マダニは草むらに多く潜んでおり、春から
秋にかけて活動が盛んです。さまざまな病原
体を保有していることがあり、かまれると日
本紅斑熱、重症熱性血小板減少症候群（ＳＦ
ＴＳ）などの病気にかかることがあります。
　もしマダニにかまれたら、自分で取るのは
やめてください。無理に引き抜くと、マダニ
の一部が皮膚に残ることがあります。２週間
程度は発熱などの体調の変化に注意しましょ
う。かまれた時や症状が出た時は、医療機関
を受診しましょう。

　健康増進課　☎２３－３９６４ Ⓕ２５－５９００／西讃保健福祉事務所 保健対策課　☎２５－２０５２

春から秋にかけてマダニに注意

屋外で活動するときは注意
●長袖や長ズボン、足を完全に覆う靴、

帽子を着用する。特に草刈りの時は手袋をつ
け、首にタオルを巻くなど肌の露出を控える。
虫よけ剤も効果あり。地面に寝転んだり、腰
を下ろしたりするときは注意する。

●入浴時はマダニがついていないか、腹やわき
腹、太もも、腕の内側などを確認する。

ペットが持ち込むマダニに注意
　散歩後の犬はブラッシングをしてマダニ
を取り除く。猫は室内飼育が望ましい。

　平成15年４月２日から平成16年４月１日生まれ（高
校３年生相当）で、日本脳炎特例第２期（４回目）を
完了できていない人に予診票などを送付しています。
　蚊が発生する時季までに、体調を整えて早めに接
種しましょう。
　健康増進課 母子保健係　☎２３－３９６４
　　　　　　 　　　　　　Ⓕ２５－５９００

　ヘリコバクター・ピロリは、感染期間が短いうち
に除菌すると胃がんの発症リスクが減少すると期待
されています。希望者を対象に検診を実施しますの
で、申し込んでください。

尿中ピロリ抗体検査（検尿）
平成18年４月２日～平成19年４月１日生まれ

※市内中学校・三豊中学校の生徒は除く（学校を通
じて実施します）
無料
６月30日(水)まで
　健康増進課 成人保健係　☎２３－３９６４
　　　　　　 　　　　　　Ⓕ２５－５９００

日本脳炎予防接種

令和３年度ピロリ検診

健康だより
時 日時

料 料金
注 注意 問 問合先

受 受付期間
所 場所

申 申込先
対 対象

内 内容

内
対

問

料
受

　国民健康保険、後期高齢者医療加入者を対象とし
た令和３年度１日人間ドックの申し込みを随時受け
付けています。受診を希望する場合は、電話で申し
込んでください。

①観音寺市国民健康保険に加入し、令和３年４月
１日時点で満35歳以上（昭和61年４月２日以前
生まれ）の人

②後期高齢者医療に加入し、本市に住所がある人
自己負担金１５,０００円
（オプション検査は別途必要）
受診する人全員分の保険証を手元に準備の上、電
話してください。
受診時に、国民健康保険・後期高齢者医療の被保
険者資格を喪失（社会保険などに加入）している
人は受けられません。検査内容など、詳しくは問
い合わせてください。
健康増進課 国保医療係
☎２３－３９２７
Ⓕ２５－５９００

　対象者には５月に予診票を送付します。体調が
悪くて接種できない人は主治医に相談してくださ
い。

令和４年３月31日(木)まで
・本年度に下表の年齢となる人で、過去に肺炎

球菌ワクチンを接種したことがない人
・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イルスによる
免疫の機能に障害があり、身体障害者手帳１
級を持っている人

２,０００円
※市民税非課税世帯、生活保護世帯の人は免除。

接種までに印鑑と身分証明証、予診票を持参し、
健康増進課や各支所窓口で申請手続きをしてく
ださい。

65歳 昭和31年４月２日～昭和32年４月１日生まれ
70歳 昭和26年４月２日～昭和27年４月１日生まれ
75歳 昭和21年４月２日～昭和22年４月１日生まれ
80歳 昭和16年４月２日～昭和17年４月１日生まれ
85歳 昭和11年４月２日～昭和12年４月１日生まれ
90歳 昭和６年４月２日～昭和７年４月１日生まれ
95歳 大正15年４月２日～昭和２年４月１日生まれ

100歳 大正10年４月２日～大正11年４月１日生まれ
健康増進課 母子保健係　☎２３－３９６４
　　　　　 　　　　　　Ⓕ２５－５９００

国保・後期医療加入者
１日人間ドック高齢者肺炎球菌予防接種
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料
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　風しんの発生・まん延を予防するために、風し
んの抗体保有率の低い年代を対象に、抗体検査と
予防接種の助成を行っています。
　風しんの抗体検査は、事業所健診や特定健診の
機会に受けることができます。クーポン券を持参
して、実施機関で受けましょう。

令和４年３月31日(木)まで
昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの
男性（対象者には無料クーポン券を送付）
健康増進課 母子保健係　☎２３－３９６４
　　　　　 　　　　　　Ⓕ２５－５９００

風しんの抗体検査と予防接種

対
時

問
申問

　近年、大腸がんは急増しており、特に女性では
がん死亡数の第１位、男性では第３位と上位を占
めています。検診は、自宅で２日分の便をとる簡
単な検査です。40歳を過ぎたら、年に１回、大腸
がん検診を受けましょう。また、精密検査が必要
になった場合は、必ず受けてください。

６月１日（火）～10月30日（土）
（診療時間内）
観音寺・三豊市内の検診実施医療機関
問診、便潜血検査２日法
40歳以上の人（令和４年４月１日現在）
69歳以下は５００円　
70歳以上は３００円
　健康増進課 成人保健係　☎２３－３９６４
　　　　　　 　　　　　　Ⓕ２５－５９００

大腸がん医療機関検診が始まります

時

所
内
対
料

申問

　安全な輸血を行うため、４００ミリリットル
献血にご協力をお願いします。

５月２日(日)午前９時～午後２時
ＪＲ豊浜駅

　体重50キログラム以上で男性17～69歳、
　女性18～69歳
※65～69歳は、60～64歳の間に献血をした人
　健康増進課　☎２３－３９６４
　（協賛）豊浜地区献血推進協議会
　　　　　観音寺中央ライオンズクラブ

時

対

所 問

献血にご協力を

申し込み
受付中
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　保護者が行事や家族の病気などで、育児や家
事の援助が必要なとき、子育てホームヘルパー
が家庭まで出向いてお手伝いします。

小学３年生まで
ひとり親世帯や生活保護世帯の場合、確認書
が必要
高室保育園　☎２４－３１３０
　　　　　　Ⓕ２４－３２３１

　安心して赤ちゃんを迎えるために、一緒に準
備しませんか。

６月６日(日)午前９時～午前11時
（午前８時45分～受け付け）
保健センター
お産の経過と陣痛時の過ごし方、赤ちゃんの
お世話の仕方やお風呂実習
妊婦とその家族
15組（先着順）
５月６日(木) ～ 21日(金)
母子健康手帳、フェイスタオル・バスタオル
各１枚、ビニール袋、筆記用具、飲み物、体
調確認のアンケート（事前に申込者に送付予定）

事前に、市ホームページに掲載している動画
を視聴してください。当日はマスクの
着用をお願いします。
　健康増進課 母子保健係
　☎２３―３９６４
　Ⓔkenkou@city.kanonji.lg.jp

●メールで申し込む場合
件名：「パパママ教室」
本文：「参加日・住所・氏名
　　　　（夫婦）・出産予定日・
　　　　電話番号」を明記して
　　　　ください。

　小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象児童
で、日常生活を営むのに著しく支障がある在宅
の児童に、次の日常生活用具を給付します。

便器／特殊マット／特殊便器／特殊寝台／歩
行支援用具／入浴補助用具／特殊尿器／体位
変換器／車いす／頭部保護帽／電気式たん吸
引器／クールベスト／紫外線カットクリーム
／ネブライザー／パルスオキシメーター／ス
トーマ装具（消化器系・尿路系）／人工鼻

扶養義務者の収入に応じて、費用の一部負担
があります。
　子育て支援課 児童福祉係　　
　☎２３－３９６２　Ⓕ２３－３９９３

利用者の負担金額
料　金

生活保護世帯 ０円

ひとり親世帯
１日（８時間） １,７５０円
半日（４時間） ８７０円
１時間 ２５０円

その他世帯
１日（８時間） ３,５００円
半日（４時間） １,７５０円
１時間 ５００円

令和３年４月１日～令和４年３月31日生まれ
で、本市で初めて住民登録され、申請時も引
き続き本市に住所がある赤ちゃん
　　赤ちゃん１人につき10万円
出生日を含む４週間以内
対象者には申請書を送付しますので、必要事
項を記入の上、同封の返信用封筒で申請して
ください。
健康増進課 母子保健係
☎２３－３９６４　Ⓕ２５－５９００

市内に住所がある幼児（満６歳未満）がいる
世帯
対象幼児１人につき、チャイルドシート１基
当たり、購入金額の２分の１（上限５,０００円）
を助成
子育て支援課、各支所
対象幼児１人につき１回限り、購入先は市内・
市外いずれも可

●必要書類

　申請書は子育て支援課、各支所、市ホームペ
ージにあります。購入方法や支払方法などによ
り、上記以外の書類が必要な場合があります。
詳しくは問い合わせてください。
　子育て支援課　☎２３－３９６２
　　　　　　　　Ⓕ２３－３９９３

子育てホームヘルプサービス

パパママ教室 体験コース

日常生活用具を給付します

出産育児支援金

チャイルドシート購入費を
助成します

申問

申問

給付額

給付品目

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。

申

対
数
受
持

問

問

申
注

内

注

注

受
対

所

時

対

対

内

申
注

立 石 瑞
み ず

貴
き

ちゃん
父  雅大さん　母 賀奈子さん

山 村 春
はる

乃
の

ちゃん
父  和麿さん　母  有加里さん

中 野 り の ちゃん
父  佑哉さん　　母  奈苗さん

大 福 浬
かい

凜
り

ちゃん
父  和弘さん　　母  悠香さん

曾 川 心
ここ

葉
は

ちゃん
父  敬仁さん　母  ます子さん

大  路 　 瑶
よう

ちゃん
父  崇人さん　母  美由紀さん

山 中 凜
り

乃
の

ちゃん
父  友哉さん　　母  瑞穂さん

高 橋 依
え

那
な

ちゃん
父  健太さん　　母  加奈さん

令和２年５月生まれ 受　　付：５月６日（木）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８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!!

店舗で購入した
場合

申請書、チャイルドシートの
販売証明書、領収書（レシー
ト可）

インターネットで
購入した場合

（通信販売を含む）

申請書、商品名と商品価格が
分かるもの（注文画面または
注文履歴画面など）、保証書の
写し、領収書（代引き時のも
のでも可）
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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！ 

５月26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

相 談タッチケア＆わらべうた

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）

５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

子ども相談
子育ての不安、
虐待、不登校、
非行、養育困難

月～土曜日
（祝日を除く）
午前９時～
　午後９時

電話・
メール

 　香川県西部子ども相談センター　
 　☎０８７－８６２－４１５２ Ⓔe-kodomo@pref.kagawa.lg.jp
育児相談
(要予約)

５月25日(火)
午前９時15分～午前11時15分 保健

センター心理相談
(要予約)

５月25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

問

問

問

時

所
講
対
数
料

主

持

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。

　観音寺幼稚園と観音寺保育所から移行した、公
立初の幼保連携型認定こども園「観音寺こども園」
が開園しました。園児数は３９３人で、公立認定
こども園では県内最大規模のこども園です。開園
式には、０歳から５歳までの新入園児１０２人と
保護者が出席しました。
　横内智子園長は「職員一同、力を合わせ、子ど
もたち一人ひとりを大切にした教育・保育に取り
組んでいく。また、地域に愛されるこども園にし
ていきたい」と抱負を述べました。

●令和３年度標語
　あたたかい
　　ことばがつなぐ
　　　こころのわ

５月５日～11日は児童福祉週間

「子どもは人見知りで
したが、ほっとはうす
萩を利用して、家族以
外の大人にも少しずつ
慣れていくことができ
ました。９万人目にな
れてうれしいです」９
万人目の荻田美樹さ
ん・湧人君家族（茂西
町）には、認定証と記
念品が贈られました。

幼稚園と保育所が一体化
観音寺こども園が開園

ほっとはうす萩
利用者９万人達成！

４　／　 6３　／　　 26
火金




