新型コロナウイルス関連情報

接種場所
65歳未満の人のワクチン接種は、集団接種会場を設けず、全て個別医療機関で行います。
●接種日

平日、土・日曜日（接種日・時間は各医療機関による）
実施予定医療機関一覧（50音順）

石川医院（大野原町）

せと耳鼻咽喉科医院（観音寺町）

井上泌尿器科医院（植田町）

たしろ医院（南町）

おざきこどもクリニック（柞田町）

中央クリニック（観音寺町）

香川井下病院（大野原町）

富田内科医院（柞田町）

門脇医院（大野原町）

羽崎病院（栄町）

かもだ内科クリニック（坂本町）※

冨士クリニック（観音寺町）

河田医院（茂木町）

松井病院（村黒町）※

業天医院（豊浜町）

三豊総合病院（豊浜町）※

クニタクリニック（柞田町）

三野小児科医院（吉岡町）

クリニック池田（植田町）※

宮崎内科医院（観音寺町）

合田循環器内科医院（豊浜町）

もりの木おおにしクリニック（茂西町）

国土外科医院（古川町）

やまじ呼吸器内科クリニック（大野原町）

小林整形外科医院（柞田町）

よねいクリニック（豊浜町）

小山医院（村黒町）

渡辺ハートクリニック内科（植田町）

清水病院（柞田町）

※は日曜日も接種予定の医療機関です。

●注意

・実施医療機関は変更となる可能性があります。
・予約人数などの関係で、希望する医療機関で接種できない場合があります。

65歳未満のワクチン接種が始まります
〈60歳～64歳、基礎疾患がある人〉
●対象

・60歳～64歳（昭和32年４月２日～

16歳～59歳（昭和37年４月２日～

昭和37年４月１日生まれ）

平成18年４月１日生まれ）

・60歳未満（昭和37年４月２日以降生まれ）
提出した人

接種券を郵送しました。

●接種開始時期

予約開始時期は決まり次第、あらためて

接種開始日は７月24日(土)です。

個別にお知らせします。

現在予約を受け付けています。65歳以上で
まだ接種を受けていない人も予約できます。
せっしゅ

・ワクチン接種で十分な免疫ができるのは、２回目の接種後７日程度以降とされています。
・感染予防効果は現時点では明らかになっていません。ワクチン接種の有無にかかわらず、引き続
き適切な感染防止対策を行う必要があります。
●副反応
・主な副反応は、頭痛、関節や筋肉の痛み、注射した部分の痛み、疲労、寒気、発熱などがあり
ます。また、まれに起こる重大な副反応として、ショック（急性の症候群）やアナフィラキシー
（アレルギー反応）があります。詳しくは市ホームページなどでも確認できます。
〈接種には本人の同意が必要です〉

きぼう

がいこくじん

みな

ワクチン接種を希望する外国人の皆さんへ
ふくはんのう

かくにん

うえ

せっしゅ

ねが

がいこくじんじっしゅうせい

う

い

じ ぎょうしゃ

副反応などを確認の上、接種をお願いします。外国人実習生などを受け入れている事業者
みな

じっしゅうせい

せっしゅ

せつめい

きょうりょく

ねが

の皆さんは、実習生などへのワクチン接種の説明について、ご協力をお願いします。

予約方法
インターネット（24時間受付）

ワクチン接種の効果・副反応
・新型コロナウイルス感染症の発症と重症化を予防する効果が期待されています。

●接種開始時期

で基礎疾患があり、優先接種申込書を市に

〈予約サイト〉
https://jump.mrso.jp/372056/

●効果

●対象

〈16歳～59歳の人〉

コールセンターへ電話
☎０８７５－６３－８０８８
午前８時30分～午後５時30分
※日曜日、祝休日を除く
※医療機関に直接電話しても
予約できません

●予約に必要な項目
氏名、性別、生年月日、接種券番号（接種券に記載されています）
●注意事項
・予約枠は十分に確保しています。電話がつながりにくい場合がありますが、落ち着いて予約をし
てください。インターネット予約を積極的に利用してください。
・医療従事者など市から事前に接種券の交付を受けた人には、接種券が重複して届く場合がありま
す。接種済みの場合は、新しい接種券は破棄してください。
・接種は２回必要です。２回目の予約は１回目の接種後に受け付けます。原則として、１回目の接
種日の３週間後の同じ場所、曜日、時間となります。
・接種に不安がある人は、必ずかかりつけ医などに相談してください。

・新型コロナウイルスワクチンの接種は強制ではありません。
・接種を受ける人は、ワクチン接種による効果と副反応のリスクについて理解した上で、自らの意
志で接種を受けていただきます。
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問い合わせ先
健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種推進室    ☎０８７５−２３−３９２７
観音寺市新型コロナウイルスワクチンコールセンター ☎０８７５−６３−８０８８
聴覚障がいがある人専用：Ⓕ０８７５−６３−８３３３
広報かんおんじ 2021年８月
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のりあいバス
ワクチン接種に伴う乗車は料金が無料です
●対象

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

●注意

新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対して、申請により支援金を支

新型コロナウイルスワクチン接種のための移

・付き添いの人は１人まで同乗できます。

動手段として、市のりあいバスを利用する人

・往路は接種会場以外で降りることはできません。

●乗降方法

・日曜日は運休しています。

乗車時 運転手に必ず行き先を伝えてください。 ・運行状況により、遅延する場合があります。
降車時 接種券を提示してください。

てください。風邪の症状や発熱が続く場合は、利

７月に車内の光触媒抗菌コーティングを
実施しました

中央図書館
大野原図書館
豊浜図書館

図 書 館 だ より

★英語のおはなし会

３日（火）11：00～11：30

★おはなし会

７日（土）10：00～10：40

★つぼみ愛書会

20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
★英語のおはなし会 27日（金）11：00～11：30

☎23−3960
☎54−5715
☎52−1206

世界の昆虫展

２・９・16・23・30

地元収集家が集めた、世界中の珍しいチョウやカブトムシ、
クワガタなどの標本を展示します。

日時：８月12日（木）～15日（日）
９：００～17：00
場所：中央図書館 ２階多目的ホール
問い合わせ先：中央図書館 ☎２３－３９６０
※新型コロナウイルス感染症対策を行いながら開催しますので、ご協力をお願いします。

今月のおすすめ本
『すいかのたね』

グレッグ・ピゾーリ/作
みやさかひろみ/訳 こぐま社

『ラク旨！無限そうめんレシピ』
ソーメン二郎/著
扶桑社

豊浜図書館
★工作教室

定員10人程度（先着順・予約不要）
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★おはなし会

28日（土）10：30～11：00
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単身世帯

６万円

２人世帯

８万円

３人以上世帯

10万円

●手続き方法

③世帯の預貯金が基準額以下である

福祉課窓口や各支所にあります。市ホームペ

④次のいずれかの要件を満たしている

ージからもダウンロードできます。
●受付期間

８月31日(火)まで

申し込み・問い合わせ先

・生活保護の申請をしていること

社会福祉課 生活福祉係

⑤現在、生活保護世帯ではない

観音寺市営業継続応援金

☎２３−３９３０
Ⓕ２３－３９９３

イベントを中止します

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

新型コロナウイルス感染拡大防止の

飲食事業者や関連事業者などの営業継続を支

ため、予定していたイベントや行事を

援するため、応援金を交付します。交付額や

中止します。

申請方法など、詳しくは市ホームページを確
認してください。
●対象 「香川県営業継続応援金
（第１次）
」
の
支給を受けた市内の事業者

９月30日(木)まで（当日消印有効）

●受付期間

☎２３−３９３３
Ⓕ２３－３９５６

朝・昼・晩ごはんにスイカ、もちろんデ
ザートも。スイカが大好きなワニが、う
っかり種を飲み込んで…。おなかから芽
が出る想像をユーモアたっぷりに描く。

●給付額（月額）

人）による申請が必要です。申請書は、社会

商工観光課

オバケをつくろう！
24日（火）11：00～11：30

３カ月間

②世帯収入が基準額以下である

申し込み・問い合わせ先

７日（土）13：30～14：30

★英語のおはなし会

●給付期間

世帯主（世帯の生計を主として維持している

が必要）

☎２３－３９４９
Ⓕ２３－３９５４

⑦暴力団員ではない

申し込みに至らなかった世帯

・求職活動をしていること（毎月活動報告

用をご遠慮ください。

中央図書館

・総合支援資金（社会福祉協議会における

・総合支援資金の再貸付の相談をしたが、

行っています。移動手段として、安心して利用し

休館日

①次のいずれかに該当する

⑥職業訓練受講給付金を受給していない

世帯

毒液の設置や車内の手すり等の消毒、換気などを

Library News

次の①～⑦を全て満たす世帯

・総合支援資金の再貸付が不承認となった

新型コロナウイルス感染症対策として、手指消

地域支援課

●対象

貸付）の再貸付を借り終わった世帯

バス車内は感染防止対策を行っています

問い合わせ先

給します。基準となる世帯収入額や預貯金額など、詳しくは問い合わせてください。

２０２１年度人権教育講演会
時 ８月28日(土)
問 人権課

☎２３−３９２８

萩まつり
時 ９月中旬
問 同実行委員会事務局（商工観光課内）

☎２３−３９３３

夏の風物詩である「そうめん」。ト
ッピングを工夫するだけで、バリ
エーションは無限大！毎日でも食
べたくなるそうめんレシピが満載。
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