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観音寺第一高等学校
石川桜大、川崎泰治、藤村小桜、
合田怜奈、三宅由希子

香川高等専門学校詫間キャンパス
近藤智仁

四国学院大学香川西高等学校
横内秀太

観音寺中学校
山岡龍叶

（写真左から、敬称略）

令和３年度 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
文部科学大臣旗争奪 未来くん杯第16回全国中学生
空手道選抜大会（３月28日～30日開催）

【形・組手競技 中学２年女子の部】
　荻田櫻さん（三豊中学校２年）

【形競技 中学２年男子の部】
　藤村斗也さん（豊浜中学校２年）
　　　　　　　　　　　　　（写真左から）

観音寺ブランド 新たに３品を認証2/21
　観音寺ブランド認証書交付式が開かれ、市内３事業
者が出席しました。佐伯市長は「見るからにおいしそ
うで、市を盛り上げていくのにぴったりなものばかり。
市内に素晴らしい食品や食材、加工品があることをし
っかりとＰＲしていきたい」と話しました。

「天空の七宝菜」
（有限会社だいや食品）
「八宝菜」を基に、地元
のロメインレタスと白
みそを使った一品

「白味噌ロメインレタス餃子」
（餃子の大英）

地元産のロメインレタスと白
みそ仕立ての餡を讃岐うどん
の生地で手包みした餃子

「やまぢのさぬきのめざめ」
（山地蒲鉾株式会社）
地元産アスパラガス「さぬき
のめざめ」を使ったちぎり天。
シャキシャキした食感が特徴

観音寺市長
表彰式

おめでとう
ございます

全国大会出場おめでとうございます

かんおんじかんおんじタタウウンン情報情報

豊浜小学校の新校舎がお披露目2/27
　豊浜小学校の新校舎が完成し、竣工式と内覧会を行
いました。新校舎は鉄筋コンクリート造りの２階建て
で、玄関前には、旧校舎のコンコース（通路を兼ねた
広い場所）をイメージした、天候にかかわらず児童が
活動できるピロティ（屋外に開放された場所）がある
のが特徴です。内覧会に訪れた子どもたちや地域の人
は、「明るくてきれいな校舎」「教室や廊下から木の香
りがする」と話しながら、校内を見学していました。

子どもたちのふるさと応援活動

3/2

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。

全校生から楽陽荘へ
プレゼント

柞田小学校

　昔ながらのひな飾りを間近に見てもらおうと、ふる
さと学芸館で３月末まで、「“けっこな”おひなさん」
展を行いました。市民から寄贈された御殿飾りや八段
飾りなど、ひな人形約２４０体や、たんすや柄鏡など
の精巧に作られた道具類を展示。体験学習で訪れた粟
井小学校の児童たちは、「家のひな飾りと比べて迫力
がある」「屋根がある飾りを初めて見た」と話してい
ました。

　全国規模の大会などで優秀な
成績を収めた栄誉をたたえ、市
長表彰を行いました。
　他にも、讃岐の鼓響（森賢晃
さん、宮下雅子さん、川江秀樹
さん、原茂芳さん、鹿庭伸二さん、
山神得央さん）が表彰されました。

アルミ缶回収の収益を生かし、
CDプレーヤーや歌のDVD、
手作りのプレゼントを楽陽荘
の皆さんへ贈りました。

ふるさと学芸館に「おひなさん」が集合1/26~



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！ 

４月27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（先着順）
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

　育児の不安を少しでも軽くするため、臨床
心理士が育児の仕方や子どもとの関わり方を
アドバイスします。個別相談も受け付けます。
どんなことでも、気軽に相談してください。

地域子育て支援センター開設日時 相談日時 連絡先

子育て支援センター
ほっとはうす萩

火～日
午前10時～午後４時

４月12日（火）
（原則第２火曜日）

午前10時～
正午

ほっとはうす萩
☎２３−６１０１

子育て支援ルームここすまいる
（観音寺こども園内）

月～金
午前９時30分～午前11時30分
午後２時30分～午後４時30分

４月25日（月）
（原則第４月曜日）

ここすまいる
☎２５−２１６６

ちびっこらんど
（観音寺ふたば保育園内）

火、木～日
午前10時～午後３時

４月14日（木）
（原則偶数月の
　第２木曜日）

観音寺ふたば保育園
☎２５−５３８８

いちごっこ
（高室保育園内）

月～水、金、土
午前９時～午後２時

５月24日（火）
（原則奇数月の
　第４火曜日）

高室保育園
☎２４−３１３０

なかよし広場
（柞田こども園内）

月～金
午前９時～午後２時

４月21日（木）
（原則偶数月の
　第３木曜日）

柞田こども園
☎２５−５１１５

愛あいランド
（愛和ハーベスト横）

４月12日（火）
（原則奇数月の
　第２水曜日）

愛和ハーベスト
☎５７−１５０１

わくわくクラブ
（観音寺中部こども園内）

５月12日（木）
（原則奇数月の
　第１木曜日）

観音寺中部こども園
☎２５−８３５９

就学前の児童を養育している保護者など
相談日は、都合により変更する場合があります。
子育て支援課　☎２３−３９６２　
各地域子育て支援センター相 談

申問

タッチケア＆わらべうた

時

所
講

注
問

対

対

料
持

数

主

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）

４月13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)

４月26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)

４月26日(火)
午前９時～午前11時50分

 　健康増進課 母子保健係　☎２３−３９６４

問

問

就学前児童親子相談

豊 浜 図 書 館

休館日　４・11・18・25

中 央 図 書 館

★おはなし会　　　　　２日（土）10：00～10：40
★英語のおはなし会　　12日（火）11：00～11：30
★つぼみ愛書会　　　　15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　　　　　９日（土）10：30～11：30

★工作教室　　　　　　２日（土）13：30～14：30
　クルクル回るおもちゃをつくろう！
　定員10人（要予約：豊浜図書館まで）
★おはなし会　　　　　23日（土）10：30～11：00

図 書 館 だよりLibrary News

今月のおすすめ本
『ガチャガチャ・　　　　　
　クレーンゲームをつくろう』

いしかわ☆まりこ/作　汐文社

『必死すぎるネコ ～一心不乱篇～』
沖昌之/著　辰巳出版

材料はリサイクル素材や１００円ショ
ップなどで入手できるものばかり。ガ
チャガチャマシーンやクレーンゲーム
など、作って遊べる楽しい工作を紹介。

落ち葉とバトルする猫や絶壁クライ
ミングに挑戦する猫、忍者のごとく水
面を駆け抜ける猫。何かに一心不乱な
様子の猫たちの写真集、第３弾です。

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

万葉春の歌講座
　　４月16日（土）13：30 ～ 15：00

観音寺市出身の歌人・大塚布見子さんの歌誌「サキクサ」を
題材に、万葉集で詠まれている春の花「サキクサ」の歌を分
かりやすく読み解きます。
場所：中央図書館 多目的ホール
講師：野口　雅澄　氏
定員：60人（要予約：中央図書館 ☎23−3960）

山 下 眞
ま お

生 ちゃん
父  将和さん　　母  優佳さん

佐 川 蒼
あ お

依
い

ちゃん
父  淳平さん　　母  愛実さん

岡 田 青
あ お

依
い

ちゃん
父  充弘さん　　母  美保さん

長谷川希
の あ

空 ちゃん
父  道隆さん　　母  希実さん

令和３年４月生まれ 受　　付：４月１日（金）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３年７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!!
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　令和４年度は、下記の日程で骨密度測定を実施し
ます。健康や食事について、気軽に相談してくださ
い。予約制のため、希望する人は下記の日程表を参
照し、健康増進課まで連絡してください。早い時間
から案内します。

各25人（要予約）
無料
４月11日(月)から
　健康増進課 成人保健係　☎２３−３９６４

　集団検診で実施している胃部エックス線検査（バ
リウム）に加えて、三豊・観音寺市内の委託医療機
関で胃内視鏡検査を行います。本年度は次の年齢の
人が対象です。希望する人でまだ申し込んでいない
場合は、健康増進課まで連絡してください。

４月１日(金)～11月30日(水)
令和５年４月１日現在で50・52・54・56・58・
60・62・64・66・68歳の人
３,０００円
内視鏡検査を受けた翌年は、市が行う胃がん検診
は受けられません。（２年に１度の検査）
健康増進課 成人保健係　☎２３−３９６４

場所 日程

保健センター

５月25日（水）
７月 ４ 日（月）
７月21日（木）
７月22日（金）
８月18日（木）

大野原いきいきセンター ５月27日（金）
豊浜福祉会館 ６月 ９ 日（木）

　対象者には４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。

４月１日(金)～令和５年３月31日(金)
・本年度に下表の年齢になる人で、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
免疫の機能に障がいがあり、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。

接種前に身分証明証、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。

　　健康増進課 母子保健係　☎２３−３９６４

●麻しん風しん混合２期
　対象者には、４月上旬に予診票などを送付します。

４月１日(金)～令和５年３月31日(金)
平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ
無料

●日本脳炎２期
ワクチンの供給量が少ない状況が続いています。
令和３年度の対象者（平成24年４月２日～平成
25年４月１日生まれ）には、９月までに予診票
などを送付します。令和４年度に新たに対象と
なる人（平成25年４月２日～平成26年４月１日
生まれ）には、10月以降に予診票を発送します。
　　　満９歳～13歳の誕生日の前日
無料
健康増進課 母子保健係　☎２３―３９６４

骨密度測定を実施します

胃内視鏡検査を実施します

高齢者肺炎球菌予防接種

予防接種を受けましょう申問

申問

健康だより

数

対

料
注

問

時

料
受

対
時

時
対
料

接種期限
料
問

料

65歳 昭和32年４月２日～昭和33年４月１日生まれ
70歳 昭和27年４月２日～昭和28年４月１日生まれ
75歳 昭和22年４月２日～昭和23年４月１日生まれ
80歳 昭和17年４月２日～昭和18年４月１日生まれ
85歳 昭和12年４月２日～昭和13年４月１日生まれ
90歳 昭和７年４月２日～昭和８年４月１日生まれ
95歳 昭和２年４月２日～昭和３年４月１日生まれ

100歳 大正11年４月２日～大正12年４月１日生まれ

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 健康増進課
☎２３−３９６４
Ⓔkenkou@city.kanonji.lg.jp




