
て ひ ろば育子
９月 地域子育て支援センター

お子さんの健やかな成長を願い、無料で
施設を開放して育児支援を行っています。

  3日㈫　おたのしみ会
13日㈮　敬老のプレゼント作り 10:15～
　　　　 講師：釜内哲子さん（※要予約）
20日㈮　子育て教室「ことばを育てるた

めに」10:15～ 
　　　    講師：言語聴覚士　吉良明美さん
24日㈫　お誕生会
6日㈮・10日㈫・17日㈫・27日㈮
　　　    うたって遊ぼう

みんなのひろば� ☎44−5059

羽ノ浦さくら保育所子育て支援センター
平日 9:00～14:00（お弁当タイム11:45～）

  3日㈫　ペットボトルのおもちゃを作ろう
10日㈫　なんでも育児相談
17日㈫　おはなしのポケット
24日㈫　お誕生会

にこにこひろば� ☎42−0720

今津こどもセンター� 平日 8:30～12:00
 14:00～15:30

  3日㈫　お話だいすき
10日㈫　作って遊ぼう
17日㈫　みんなで遊ぼう
24日㈫　お誕生会

ふれあいひろば� ☎28−1725

橘こどもセンター　� 平日 9:00～14:00

  3日㈫　みんなで遊ぼう
10日㈫　おはなしのポケット
17日㈫　子育て講座
24日㈫　お誕生会

なかよしひろば� ☎21−2002

平島こどもセンター� 平日 9:00～14:00

子育て相談や子どもと保護者間の交流の場
です。ぜひお越しください。

時間　9:30～11:30
日程　13日㈮　桑野公民館
　　　25日㈬　福井公民館
　　　27日㈮　加茂谷公民館
※ひまわり会館すこやかルームは
3日㈫、6日㈮、10日㈫、17日㈫、
20日㈮、24日㈫
問 こども課（☎22－1593）へ

つどいの広場・すくすく in 阿南
９月

（※＝要予約）
  4日㈬　ミュージックケア(乳児)※
  6日㈮　高齢者とのふれあい会※
  9日㈪　看護師による健康相談・発育計測
12日㈭　敬老の日のプレゼント
17日㈫　発育計測
18日㈬　ミュージックケア(幼児)※
20日㈮　午後休園
21日㈯　おひさままつり
24日㈫　臨時休園
26日㈭　お誕生会
27日㈮　おはなしコロリン
問 那賀川子育て支援センター
 　（☎0885－38－1163）へ

おひさまひろば 平日 9:00 ～ 16:00
９月

　ずいぶん古い話で恐縮ですが、かつてこんなテレビＣＭがありました。
　西田敏行扮

ふん

する若亭主（もうこの時点で相当古い）が、茶の間に寝転がっている。奥
さんにお風呂掃除を促される。とたんに「今やろうと思ってたのに、先に言うんだもの
なあ～！」と西田が叫ぶ。
　人はそれぞれ自分のタイミングで物事に取りかかります。しかし、自分があまりやり
たくない事については、なかなかタイミングがつかめません。大人でもそうですから、
子どもにとってはなおさらです。宿題や学習準備、歯磨きや着替えなどはその典型です。
　そこで、子育てに関わる私たちとしては、子どもが気持ちよく物事に取り組めるよう
絶妙のタイミングを演出することが肝心です。前述の奥さんがどのような言葉で西田さ
んの行動を促したかは覚えていませんが、きっかけづくりとしては失敗です。反感を買
って、ますますやるべき事に取りかからなくなるでしょう。むしろ、今年の流行語大賞
有力候補と目される「いつやるの？今でしょ！」の方に、私は軍配を上げたいと思うの
です。 学校教育課

－ いつやるの？今でしょ －

阿南に引っ越ししてきて子育てに関する情
報を知りたい、お友だちをつくりたいと思
われている方はいませんか。阿南ファミリ
ーサポートセンターでは、転入者のための
交流会を開いています。阿南市の保健師さ
んが来てくれますので、計測や相談もでき
ます。
日時　９月11日㈬　10:00～11:30
場所　ひまわり会館1階　すこやかルーム
問 阿南ファミリーサポートセンター
　（☎24－5550）へ

ウエルカム阿南

昨年から流行していた、風しんの患者数は
全国的に減少しつつありますが、注意は必
要です。「風しん」を効果的に予防できるの
は予防接種です。以下にあてはまる方は、無
料で接種できますので早めに病院を受診し
ましょう。

ＭＲ（麻しん風しん混合）
予防接種無料対象者
【第１期】
生後12カ月～生後24カ月に至るまでの間
にある方
【第２期】
平成19年４月２日～平成20年４月１日生
まれの方
※第２期は、平成26年３月31日までが無
料期間です。
問 保健センター（☎22－1590）へ

平成17年度から平成21年度にかけ、接種
の勧めを控えていたことで、日本脳炎の予
防接種の機会を逃した方を特例対象者とし、
現在は公費負担で接種できるようになって
います。

特例対象者　平成７年４月２日～
　　　　　　平成19年４月１日生まれ
接種期間　20歳の誕生日前々日まで
接種回数　第１期３回、第２期１回（第２
期は、第１期の接種を終えた９歳以上の方
に接種することになっています。）
　対象年齢で未接種の方は主治医に相談の
うえ、委託医療機関で接種してください。
　なお、平成19年４月２日以降に生まれ
たお子さまは、７歳６カ月未満までが対象
期間となります。
問 保健センター（☎22－1590）へ

ＭＲ（麻しん風しん混合）
予防接種はお済みですか？

日本脳炎予防接種の対象年齢を
拡大しています

日 開催日　　　時 時間　　　所 場所　
予 予約受付　　問 問い合わせ先

９月の休日・夜間診療

軽症でも急いで治療の必要がある場合、市内の医療機関で受診できます。

●休日昼間　9：00～17：00

日 医療機関名 所在地 問い合わせは
1日 木下産婦人科内科医院 学 原 町 ☎23－3600

　8日 阿南医師会中央病院内 宝 田 町 ☎22－1313

15日 井坂クリニック 津乃峰町 ☎27－0047

16日 林整形外科 見能林町 ☎23－6060

22日 是松医院 津乃峰町 ☎27－0316

23日 玉 病院 宝 田 町 ☎23－0551

29日 松﨑内科医院 中大野町 ☎23－5778

※市内の休日医療機関は、変更される場合がありますので、
　阿南市医師会（☎22－1313）までお問い合わせください。

●夜間（毎日）の当番　17：00～22：00
市内の医療機関または阿南医師会中央病院内
※阿南市医師会（☎22－1313）までお問い合わせください。

●小児救急医療体制
24時間365日徳島赤十字病院が小児救急患者を受け入れて
います。（事前の電話連絡は不要です。）

９月の平日延長窓口

●住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、身分証明書の交付
（※時間延長時は、住民異動・印鑑登録・住基カードの発行等は行っていません。）

市民生活課（☎22－1116）へ
●納税相談　納税課（☎22－1792）へ

４日㈬、18日㈬　17：15～18：15　市役所本庁１階

スポーツ施設９月の休館日
サンアリーナ（温水プール） 2・9・17・24・30日

那賀川スポーツセンター 4・11・18・25日

羽ノ浦総合国民体育館 2・9・17・24・30日

羽ノ浦健康スポーツランド 2・9・17・24・30日

県南部総合運動公園 3・10・17・24日

　「野球のまち阿南」の歴史に新たな１ページを刻んだ「第１回全日本学童軟式野球大会」。決勝を戦った両チームの主将は「お世話になった方々に感謝したいで
す」と大会を振り返りました。勝敗に対するコメント以上に心に響いた言葉でした。うだるような暑さの中、４日間にわたり大会運営を支えてくださった少年
野球チームの保護者の皆さんには、本当に頭が下がる思いでいっぱいです。市民の皆さんの力添えがあっての「野球のまち阿南」。ゆく夏に感謝の気持ちを込め
てシャッターを切りました。（山田）
　多くの人でにぎわった阿南の夏まつり。ステージ出演者や裏方スタッフ、ボランティアの皆さんの努力で支えられており、皆さん一様に、真剣さのなかの笑
顔が本当に素敵で輝いていました。私もそんな一瞬一瞬をきちんと写真におさめられるよう、撮影技術を磨かなければと思います。（相田）

編集室の

窓

９月の相談

９月の市税

問い合わせは　納税課（☎22－1792）へ

■固定資産税（第３期）　　
■国民健康保険税（第４期）
　納期限は、９月30日㈪です。納め忘れのないようにしましょう。

日曜相談窓口  29日㈰  8:30～17:00（市役所 1 階納税課）

人口と世帯数

人口 76,969人 （−19）
（男）37,103人 （－29）

（女）39,866人 （＋10）

世帯数 30,041世帯（−13）

※平成25年７月末日現在
　カッコ内は前月対比

法律相談（要予約） ５日㈭

時 13:30～16:30　所 市役所１階　市民相談室
予 １カ月前から　問 市民生活課　☎22－1116
※内容により、お受けできない場合があります。

行政相談 10 日㈫・24 日㈫
時 9:30～11:30　所 市役所１階　市民相談室
問 市民生活課　☎22－1116

司法書士による法律相談 27 日㈮
時 14:00～16:00　所 ひまわり会館１階
問 市民生活課　☎22－1116

消費生活相談 平日開館
時 9:30～16:30　所 消費生活センター
問 消費生活センター　☎24－3251

特設人権相談 11 日㈬
時 13:30～16:00　所 見能林公民館・長生公民館
問 人権・男女参画課　☎22－3094

人権相談 20 日㈮
時 13:30～16:00　所 ひまわり会館１階
問 人権・男女参画課　☎22－3094

子育て家庭教育電話相談（来所相談も可）
日 月曜日～金曜日（祝日除く）時 9：00～12：00
問 子育て家庭教育支援チーム　☎42－3885

心配ごと相談 2 日㈪・9 日㈪・30 日㈪
時 10:00～15:00　所 市民会館内社会福祉協議会
問 社会福祉協議会　☎23－7288

女性の生き方なんでも相談（要予約）
日 3・10・17・24日　時 13:00～17:00
日 13・27日　時 13:00～16:00
所 市民会館２階　相談室　予 随時
問 男女共同参画室分室　☎22－0361

年金相談（要予約） ５日㈭
時 9:00～15:30　所 市商工業振興センター
予 1カ月前から電話による完全予約制
問 徳島南年金事務所　☎088-652-1511
※10月の相談日はありません。

子育て一言メモ
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