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常磐地区イエロー隊の皆さんに感謝状贈呈

地域活動の発展に貢献した功績をたたえ、常磐地区
イエロー隊（正式名称：常磐地区学校等運営協力会）
の３人に市から感謝状を贈呈しました。３人は平成18
年に全国に先駆けて学校を支援する地域組織として同
隊を発足。その後も世話人代表として登校時の立哨や
下校時の青色防犯パトロール、校内の巡回や整備など
多岐に渡る活動を続けてきました。石川さんは「地域
に毎日出て行っているから元気でいられる。このよう
な取り組みが各地で広がってほしい」と話しました。

全国大会出場おめでとうございます
第15回全国中学生少林寺拳法大会出場

（８月13日～ 15日開催）

山岡万桜（観音寺中学校１年・女子組演武の部）
伊藤希璃（中部中学校１年・女子組演武の部）
（写真左から）岡田恭明さん、石川義行さん、小西和孝さん

岸上由依（中部中学校３年・女子単独演武の部）
山岡龍叶（観音寺中学校３年・男子単独演武の部）
（写真左から、敬称略）
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虐待対応で警察との連携強化

虐待による被害が多様化・深刻化している現状を踏
まえ、市と観音寺警察署は「虐待事案対応の連携強化
に関する協定」を締結しました。これは、虐待の未然
防止と早期発見のため、双方で情報を共有し、迅速な
対応につなげるもの。白川市長は、「虐待は複雑化し
ているが、できるだけゼロに近づけるよう対応してい
きたい」と話していました。
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オンライン授業でいりこ漁を学ぶ

伊吹島と市内小学校５校をＷｅｂ会議システムで結
び、いりこ漁についてのオンライン授業が行われまし
た。県水産振興協会の岡谷穣二事務局長がいりこの漁
法や加工場の作業などを映像を使って説明すると、児
童たちは熱心に見入っていました。観音寺小学校の児
童は「漁は迫力がある。実際に伊吹島に行って釜揚げ
いりこを食べてみたい」と話していました。
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天空の鳥居に珍しい自販機が登場
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大野原中で昔ながらの田植え体験

観音寺信用金庫を中心に地元の40事業者でつくるま
大野原中学校の１・２年生１９０人が、ＪＡ香川県
ちおこし団体「どっか～ん!!と観音寺を盛り上げ隊」 や地元農家と一緒に田植えをしました。県内中学校唯
が、高屋神社本宮のあずまやに自動販売機を設置。神 一の勤労体験学習の一環として、昭和61年から毎年
社の御朱印やお守りのほか、地域産品として地元事業 行っている行事です。生徒たちはクラスごとに１列に
者が展開している天空の七宝シリーズの食品などが購 並び、目印がついたひもに沿って、苗を一株ずつ植え
入できます。観光で訪れた女性は「今まで御朱印がな ていきました。秋には稲刈りをし、収穫したお米を食
かったので、購入できてうれしい」と話していました。 べたり老人ホームなどに寄付したりする予定です。

観音寺小、常磐小、豊田小、一ノ谷小の４年生、大野原小の４・
５年生計約４００人が参加しました。
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総合高校生、
「一票」の大切さを学ぶ

観音寺総合高等学校の３年生約２６０人が、県と市
の選挙管理委員会が実施している選挙啓発出前授業を
受けました。模擬投票やクイズを通じて、自分が持つ
「一票」の重みについて認識を深めました。参加した
生徒は「『自分には関係ない』ではなく、一人ひとり
が政治や選挙に関心を持ち、住みやすい地域に変えて
いくことが大切だと思った」と話していました。
実際に使われている記載台や投票箱を使って投票や
開票作業を体験しました。
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自動販売機の側面にはＱＲコードを付けて、観音寺市の名所や
隊員の飲食店、土産物店などを紹介。
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非行や犯罪を防止し、立ち直りを支える

犯罪や非行の防止、更生への援助の理解を呼び掛け
る「社会を明るくする運動」が７月１日から始まりま
した。観音寺地区保護司会と更生保護女性会の皆さん
37人が、白川市長に総理大臣と県知事からの協力依頼
文を伝達し、広報車で市内を巡回して呼び掛けました。
保護司会会長の藤田一さんは「犯罪や非行をした人が
また社会と関わり貢献できるよう、地域で支えていき
たい」と話していました。
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子 育て 応援 情報

赤ちゃんの笑顔写真展

子どもの人権
１１０番

毎年人気の写真展をことしも開催します。

いじめや体罰、虐待など子どもに関す

時 ８ 月27 日(金) ～ 29 日(日)

る相談電話です。

27日(金)午前９時～午後６時

ひとり親家庭の自立を支援します
●母子家庭等自立支援給付金事業
ひとり親家庭のお母さんやお父さんの就業を
支援するため、受講料などを助成します。必
ず事前に相談が必要です。詳しくは問い合わ
せてください。
・自立支援教育訓練給付金事業
自らの能力開発のために教育訓練講座を受講
し、修了した場合に、その経費の一部を支給
します。
看護師や介護福祉士などの資格取得のため、
養成機関で１年以上修業する場合に、高等職
業訓練促進給付金を支給します。修業期間修
了時には、修了支援給付金を下表のとおり支
給します。
区分

（フリーダイヤル）

29日(日)午前９時～午後３時

子育ての不安、
家庭児童
養育困難、虐待、 土・日曜日、
相談
家庭内の相談など 祝日を除く
毎日
市役所
ひとり親家庭の 午前８時30分
母子・父子
１階
相談や援助、貸 ～午後５時
自立相談
家庭児童
付など
相談室
８月18日(水)
児童相談
午後１時30分～午後４時
（要予約）
（県の専門相談員が対応）
育児相談
(要予約)

８月31日(火)
午前９時15分～午前11時15分

心理相談
(要予約)

８月31日(火)
午前９時～午前11時50分

問 健康増進課 母子保健係

訓練促進給 修了支援
付金（月額） 給付金

保健
センター

☎２３－３９６４

●全国一斉強化週間

所 中央図書館多目的ホール

期間中は、休日も電話相談を実施して

●赤ちゃんモデル（０歳～２歳）を

います。

随時募集中！
参加費は無料で、希望する人には撮影写真を

時 ８ 月27 日(金) ～９ 月２ 日(木)

平日：午前８時30分～午後７時

１枚プレゼントします。

土・日曜日：午前10時～午後５時

問 子育て応援ＮＰＯフレンズ

問 人権課

☎２３―３９２８

☎２４－８６９０

令和２年８月生まれ

１歳お誕生日おめでとう

Hello Kids!!
令和２年11月生まれの子どもを募集します

受
付：８月２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

通学
支援金

市民税非
100,000円 50,000円 通学に要
課税世帯
する公共
交通機関
の運賃の
市民税課
70,500円 25,000円 １/ ２
税世帯
●母子父子寡婦福祉資金貸付事業
ひとり親家庭や寡婦などの経済的な自立、修
学などの資金が必要なときに、貸し付けの相
談を行っています。

おたふくかぜワクチン
助成期間を延長します
12月末ごろまで、おたふくかぜ予防接種ワクチンの
供給量が減少する見込みです。平成31年４月２日以降
に生まれた人で、接種がまだの人は、供給再開予定の
令和４年１月以降の接種にご協力をお願いします。
対象者生年月日
平成30年４月１日

問 子育て支援課 こども・女性相談係

☎２３−３９５７

28日(土)午前９時～午後５時

相談

問 子育て支援課 こども・女性相談係  ☎２３－３９５７

・高等職業訓練促進給付金等事業

☎０１２０−００７−１１０

Ⓕ２３－３９９３

～平成31年４月１日
平成31年４月２日～

接種助成期限

れ

お

高 橋 怜 央 ちゃん
父 啓介さん

母 紗穂さん

はる

松 下

華 ちゃん

父 達郎さん

母 千尋さん

し

の

石 川 紫 乃 ちゃん
父 鉄也さん

母 良美さん

な

な

高 橋 奈 那 ちゃん
父 裕貴さん

母 佳那子さん

令和４年3月31日まで
３歳の誕生日の前日まで

料 ３, ９００円／回（３歳を過ぎると全額自己負担）
問 健康増進課 母子保健係

☎２３−３９６４
Ⓔkenkou@city.kanonji.lg.jp
け ん し ん

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。
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中 村 謙 心 ちゃん
父 優仁さん

母 瑞希さん

は

る

松 原 悠 琉 ちゃん
父 拓也さん

母 翔虹さん

こう

た

ろう

荻 田 浩 太 朗 ちゃん
父 敬介さん

母 来美さん

や

ま

と

篠 原 大 和 ちゃん
父 祐斗さん

母 沙耶さん
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健 康 だより
時 日時

対 対象

申 申込先

所 場所

８月は各種手当の現況届提出月です
右表の対象者は現在の支

内 内容

料 料金

給の有無にかかわらず、毎

受 受付期間

注 注意

年８月に現況届の提出が必

問 問合先

要です。受給者には、日程
に送付します。

歯周病は自覚症状がなく、進行すると歯を失う原因になります。近年、若い人でも歯周病になる人が増え
ています。健康で楽しい生活を送るには、健康な歯を維持することも大切です。新型コロナウイルスの感染
状況に留意して、体調の良いときに歯周病検診を受けましょう。

８月２日(月)～10月30日(土)

（個人通知に記載しています）
対 市内に住所があり、本年度に40歳・50歳・

60歳・70歳になる人
料 無料
注 指定歯科医院へ直接事前予約が必要
問 健康増進課 成人保健係 ☎２３－３９６４

対象

生年月日

40歳

昭和56年４月２日～昭和57年４月１日

50歳

昭和46年４月２日～昭和47年４月１日

60歳

昭和36年４月２日～昭和37年４月１日

70歳

昭和26年４月２日～昭和27年４月１日

乳がん検診が休日に受けられます（かがわマンモグラフィサンデー）
働き盛り世代の人が受診できるよう、休日にがん検診を実施します。
検診結果は後日自宅に届きますので、精密検査が必要になった場合は必ず受診しましょう。
対 県内在住の40歳以上の女性

※２年に１度の検診です。令和２年度に受けた人
および今年度すでに受けた人は受けられません。
申し込み後、市から送付する問診票を持参し受
診してください。
申 下表の医療機関に直接申し込み

集団
検診

８/２(月)～
９/24(金)

40歳（クーポン券対象者）：無料
※令和４年４月１日現在の年齢です
問 香川県健康福祉総務課 ☎０８７－８３２－３２６１
健康増進課 成人保健係  ☎２３－３９６４
Ⓔ kenkou@ city.kanonji.lg.jp

実施時間

定員

10/17(日)

9:00～10:00

15

10/ ２(土)

9:00～12:00

20

9:30～11:30

乳20
子宮70

13:00～14:30

乳15
子宮53

場所
三豊総合病院
(観音寺市)

申し込み先
☎５２－２７２６
Ⓕ５２－５３００

かしづかクリニック
(三豊市)

☎８２－９０００
Ⓕ８２－９１００

保健センター
(観音寺市)

(公財)香川県総合健診協会
☎087−881−6309
Ⓕ087−881−8171
※受付時間
  
平日9:00～17:00

けい

保健センターのみ子宮頸がん検診も同日に実施しています
対 20歳以上の女性

※２年に１度の検診です。令和２年度に受けた人および本年度すでに受けた人は受けられません
料 70歳未満：1,000円、70歳以上：500円、21歳・35歳（クーポン券対象者）
：無料
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児童扶養手当

①受給者本人の健康保険証また
は本人確認ができるもの
②児童扶養手当証書（持ってい
る人）

特別児童扶養手当

①特別児童扶養手当証書（持っ
ている人）
②マイナンバーカードまたはマ
イナンバー入り住民票

は、８月分以降（児童扶養
手当は11月分以降）の手当
を受給することができませ

特別障害者手当

な手続きのため、必ず窓口
で手続きをしてください。
注 児童扶養手当の提出は、

窓口

障害児福祉手当

①受給資格者現況届
②所得状況届
③年金の種類（障害基礎年金な
ど）と受給額（令和２年１月
～ 12月）が確認できるもの
④マイナンバーカードまたはマ
イナンバー入り住民票

受給者本人が手続きして

子育て支援課
児童福祉係
☎２３－３９６２
または大野原・
豊浜・伊吹支所

社会福祉課
障がい者福祉係
☎２３－３９６３
または大野原・
豊浜・伊吹支所

※その他場合により必要な書類があります。

ください。

子育ち・子育てをみんなで支えるかがわを目指
して、毎月19日にキャンペーンを実施しています。
会社で  定時退社して子どもと過ごそう！
お店で  子育て支援店「みんなトクだね応援団」
でお得なサービスを利用しよう！
地域で  子育ち・子育てをみんなで支援！

毎月19日は
「かがわ育児の日」

料 70歳未満：1,500円、70歳以上：500円

実施日

10/24(日)

現況届の提出がない場合

ん。受給資格の継続に必要

所 観音寺市・三豊市内の指定歯科医院

受付期間
８/２(月)～
10/８(金)
医療機関
検診
８/２(月)～
10/15(金)

手続きに必要なもの ※

などの通知を８月初旬まで

歯周病検診を受けましょう

時

手当の種類

学校給食

食育コーナー

学校給食課

☎５７−６６６０

苦みを抑える調理でゴーヤを食べよう
緑のカーテンとして夏に栽培されるゴーヤ。独特な苦みが
苦手な子どもが多いですが、苦みを抑える方法の一つに、油
で揚げる調理があります。小煮干しのうま味とごまの風味を
加え、甘辛いタレを絡めた、子どもにも食べやすい一品を紹
介します。ゴーヤを食べて、熱い夏を乗り越えましょう。

ゴーヤと大豆の揚げ煮

材 料 （４人分）

ゴーヤ１/２本、ゆで大豆50g、かえり10g、
米粉・揚げ油各適量、ごま小さじ１
＜調味料＞
三温糖・濃口しょうゆ・みりん・水各大
さじ１

作り方

❶
❷
❸
❹
❺
❻

〈献立〉大野原学校給食センター
●牛丼 ●ゴーヤと大豆の揚げ煮
●キュウリのごまあえ ●牛乳

ゴーヤを半分に切って種を取り除き、薄くスライスする。
ゆで大豆は軽く水気を切っておく。
かえりとごまを軽くいる。
ゴーヤとゆで大豆に米粉をまぶして油で揚げる。
フライパンに調味料を入れ、砂糖が溶けたら火を止める。
❸と❹を合わせて、❺を絡める。
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