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襷 に想いをのせて

第66回徳島駅伝

阿南市チーム

１月４日～６日開催

阿南市チームの紹介をP18-19に掲載しています。

市長として第一歩

10

任期満了に伴う阿

南市長選挙が 月

日㈰に執行され（伊

島投票区は 月９日

㈯ ）、 即 日 開 票 の 結

11

令和２年「阿南市成人式」を次のとおり開催します。
日時 １月12日㈰ 13:00開式（受付12:00～）
※式典終了後、記念撮影を行います。
場所 スポーツ総合センター（サンアリーナ）
該当者 平成11年４月２日～平成12年４月１日までに生
まれた方で、阿南市に住所を有する方、阿南市出
身の方、阿南市内の学校に在籍されていた方、ま
たは、阿南市内の企業等に勤務されている方で出
席を希望される方
駐車場 スポーツ総合センター第１・第２駐車場および王
子製紙第２駐車場、王子木材緑化駐車場
※座席数の関係により、新成人以外の方の式場への入場は
ご遠慮ください。ただし、障がいのある方等、介添え
が必要な方は、介添人の方も入場いただけますので、事
前にご連絡ください。
▲小松島市

コンビニ●

55

●製紙工場

問い合わせは

美波町▼

●病院

●電機店

公民館の業務に関する問い合わせは
生涯学習課（☎22−3391）
または大野公民館（☎22−1564）へ
住民センターの業務に関する問い合わせは
市民生活課（☎22−1116）
または大野住民センター（☎22−1001）へ
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阿南市成人式のお知らせ

ファスト●
フード店

所在地 中大野町北傍示440番地２
※建替え工事に伴う移転前と同じ場所になります。

果、阿南市長に表原

大野公民館
大野住民センター

立 磨 氏 が 初 当 選 し、

大野郵便局

第６代阿南市長が誕

大野小学校

生 し ま し た。
（任期

建替え工事を行っていた大野公民館が完成しま
したので、大野公民館および大野住民センター
の業務を、１月20日㈪から新施設で開始する
予定です。

は令和５年 月６日

月９日に初登庁

まで）

した表原市長は、市

庁舎正面玄関前で市

職員や市民など約２

００人に拍手で出迎

えられ、歓迎を受け

ました。

表原市長は、市長

としての第一歩を踏

み出しました。

大野公民館・大野住民センター
新施設での業務開始のお知らせ

12

第６代市長に表原立磨氏が就任

歓迎を受けて初登庁する表原市長

12

阿南市スポーツ
総合センター

（サンアリーナ）

生涯学習課（☎22−3391）へ
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第36回阿南健康マラソン
大会参加者募集のお知らせ

市民の思いを形に
市政運営の決意を表明

▼ ▼

今回の阿南健康マラソンは、日本体育大学との連携事業と
して実施します。陸上競技部駅伝ブロックの学生をゲスト
ランナーとして招待します。
日時 ３月１日㈰ 9:30開会式、10:00～スタート
場所 スポーツ総合センター
コース
スポーツ総合センター周回コース（２㎞、３㎞）
北の脇・淡島シーサイドコース（10㎞）
種
目
小学生の部
中学生の部
高校一般の部
壮年の部
家族の部

距 離
２㎞
３㎞

定 員
100人
100人

10㎞

400人

２㎞

50組

※全種目先着順
参加資格 小学４年生以上（家族の部のみ３歳以上で成人
を含む団体）
参加料 無料
申込方法 所定の申込用紙に記入の上、スポーツ振興課へ
提出してください。
申込期間 １月７日㈫～２月７日㈮
申込用紙配布場所 スポーツ振興課、スポーツ総合センター、
那賀川・羽ノ浦支所、各公民館など
申し込み・問い合わせは スポーツ振興課（☎22−3394）へ

総務課からのお知らせ
物品購入等の指名競争入札
参加資格審査申請の受付
令和２、３年度に市が発注する物品購入等【定期受付】の
入札に参加を希望される方は、申請書等を提出してくださ
い。
受付期間 １月14日㈫～２月10日㈪（土、日曜日を除く）
提出書類等 市ホームページをご覧ください。
物品購入等の種類 備品、消耗品類および原材料品（工事
用原材料を含む）など
工事・コンサル等の一般競争入札
（指名競争入札）
参加資格審査申請の受付
令和２年度に市が発注する建設工事【追加受付】、令和２、
３年度建設工事に係る測量・建設コンサルタント業務等【定
期受付】の入札に参加を希望される方は、申請書等を提出
してください。
市受付期間 1月15日㈬～28日㈫（土、日曜日は除く）
※県の受付期間と異なりますので、必ずホームページ等で
ご確認ください。
提出書類等 市ホームページおよび徳島県電子入札ホーム
ページをご覧ください。
提出先・問い合わせは
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総務課（☎22−3804）へ

就任式であいさつする表原市長

初登庁後、課長補佐級以上の職員など約100
人が出席した市長就任式が会議室で行われ、
表原市長は、
「市民の声に真摯に耳を傾け、
市民の思いを形にしたい。そのためにともに
知恵を出し、汗をかいてほしい。新時代にふ
さわしい市政の歩みを進めていくため、全身
全霊で取り組んでいく」など、今後の市政運
営に対する決意を表明しました。

在宅医療・介護連携推進事業
市民公開講座のお知らせ
在宅医療・介護連携の推進に向けた取組を広く
周知することを目的に、市民公開講座を開催し
ます。
今年度のテーマは「認知症」です。認知症にな
っても暮らし続けられる地域づくりに向けて、
幅広い世代の皆さんの参加をお待ちしています。
日時 １月26日㈰ 12:45～16:10
場所 コスモホール（情報文化センター）
内容 ①阿南中学校吹奏楽部によるオープニン
グセレモニー
②羽ノ浦町住民の皆さんによる討論会
「認知症になっても住みやすい町づく
り」
③映画上映「ケアニン～あなたでよかっ
た～」
④ブース出展（脳年齢測定、体力測定、
介護相談コーナーなど）
※入場無料、申込不要
※玄関前には屋台の出店もあります。
問い合わせは
介護・ながいき課（☎22−1793）へ

瑞宝単光章

られるなど、保育の質の向上
や保育職員に対する研修事業
の推進に貢献されました。

危険業務従事者叙勲

瑞宝双光章

脇坂さんは、昭和 年３月
に海上自衛隊に入隊して以
来、 約 年 の 長 き に わ た り、

終始一貫献身的にわが国の平
和と独立を守る自衛隊の隊務
を 遂 行 さ れ ま し た。 こ の 間、
岩国、那覇、下総、厚木、江
田島、神戸、徳島、小松島と
主に航空機整備幹部および監
理幹部を歴任され、特に東日
本大震災に際しては、後方幕
僚として支援物資輸送の計
画・実施に貢献されました。
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長年の功績 栄えある受章
おめでとうございます
令和元年秋の叙勲受章者が発表され、阿南市では次の方々が
受章されました。その他の表彰等と併せてご披露します。
（ 月 日発表分まで、掲載のご了解が得られた方を紹介しています。
）

瑞宝単光章

加茂町
（67歳）

中岡さんは、昭和 年４月
に京都府巡査を拝命して以
来、 年の長きにわたり、警
察職務に精励し、警察各般に
おいて多くの業績を残される
𠮷川さんは、昭和 年に阿
など、公共の安全と秩序の維
南市消防吏員を拝命されて以
持に尽力されました。
来、 年の長きにわたり郷土
特に、地域および刑事警察
愛護と公共の福祉のため、地
部門において活躍されました。 域住民の生命と財産を守るべ
く、消防活動一筋に尽力され
ました。また常備消防の広域
化や消防力の拡充にも献身的
に取り組まれたほか、救急・
救助業務の高度化推進に多大
な功績を残されました。

榮さん

𠮷川

47

旭日双光章

安宅さんは、昭和 年に阿
南市消防団員を拝命されて以
来、 年の長きにわたり消防
団活動に従事し、富岡分団長、
市消防団副団長を務められま
した。この間、的確な判断と
実行力で周囲からの信頼は厚
く、消防団運営の中核となり
ました。また、住民の防災意
識の高揚を推進し、地域の安
心と安全に尽力されました。

長谷部さんは、昭和 年か
ら徳島市立保育所の保育士と
して、 年にわたり保育業務
に誠意をもって精励し、児童
福祉の増進と地域の保育事業
の振興に努められました。退
職後は、社会福祉法人育英福
祉会育英保育園の園長を務め

39

黒津地町
（65歳）
見能林町（71歳）

富岡町
（72歳）

那賀川町（61歳）

安宅 俊博さん
57

44 長谷部やよいさん

秋の叙勲

濵田さんは、平成 年６月
に徳島県労働委員会委員に委
嘱されて以来、現在まで 年
余の長きにわたり、徳島県経
営者協会専務理事を務める傍
ら、労働行政の発展に尽力さ
れました。この間、健全な労
使関係の確立をめざし、労使
当事者双方の意見を公平に聞
き、労使関係の正常化・安定
化に大いに尽力されました。

35

43

山口町
（71歳）

10

中岡 恭祐さん

41

脇坂 政彦さん

52

旭日小綬章

29

濵田 行雄さん
21

30

森さんは、歯科医院を開設
し地域歯科医療に従事する傍
ら、平成３年から現在まで
年の長きにわたり、社団法人
徳島県歯科医師会会長など役
員を歴任されました。この間、
口腔保健センター事業の拡大
を図るなど県民への歯科保健
医療サービスの充実に貢献さ
れました。また、阿南第一中
学校などの学校歯科医を 年
余り務められ、学校保健の管
理運営に寄与されました。

42

36

富岡町
（70歳）

22

秀司さん
森

11

高齢者叙勲
瑞宝双光章

と自主的態度の学習意欲を高
め る 教 育 に 尽 力 さ れ ま し た。
退職後は、羽ノ浦町監査委員
や羽ノ浦町社会教育委員、阿
南市人権教育協議会羽ノ浦支
部長などを歴任し、地域社会
に貢献されました。

法務大臣表彰

創 出 し、
また県連
絡協議会
など各種
事業に参
画、地域
住民が交
流できる
場を設けるなど、連帯意識や
コミュニティーの醸成に貢献
しています。

国土交通省四国地方整備局表彰

徳島県社会福祉大会
■名誉大会長 知
(事 表
)彰
社会福祉事業功労者
田中美由紀さん（阿瀬比町）
谷口真奈美さん（新野町）
新居登美子さん（宝田町）
𠮷本るり子さん（那賀川町）
ボランティア功労者・団体
音坊山ふる里活性会
（新野町）
食事サービスボランティアグ
ループすみれ会（羽ノ浦町）
食事サービスボランティアグ
ループふれあい会（羽ノ浦町）
■県社会福祉協議会会長表彰
民生委員・児童委員功労者
萩原陽子さん（下大野町）
社会福祉事業功労者・団体

長野真由美さん（宝田町）
濱田由美さん（向原町）
原 和男さん（領家町）
ボランティア功労者・個人
繁木良子さん（新野町）
谷内隆戒さん（福井町）
鶴羽ツネコさん（新野町）
ボランティア功労者・団体
おやじの何でも塾（羽ノ浦町）
海老川サロン（新野町）
那賀川町古紙回収ボランティ
ア（那賀川町）
中原たぶのき会（上中町）
感謝状
アルボ興産株式会社（原ケ崎
町）

災

西尾さんは、昭和 年４月
か ら 徳 島 県 内 の 小 学 校 教 諭、
教頭、校長として、長きにわ
たり情熱溢れる教育愛を基盤
とし、小学校教育の発展向上
に尽力されました。特に小学
校理科教育の推進に多大な貢
献を果たし、理科研究大会等
においても運営の中核として
大会を成功に導きました。退
職後は、東四国国体の運営な
どに力を注がれました。

火

横手さんは、平成 年に保
護司に委嘱されて以来、長き
にわたり地域の更生保護活動
に貢献され、罪を犯した多く
の人の更生に尽力されていま
す。また、阿南那賀地区保護
司会総務部の部長として専門
部会の運営に努められていま
す。

急

椿町中学校
椿町中
学 校 は、
多年にわ
たり蒲生
田海岸に
おいて地
域団体の
清掃奉仕
活動に全校で参加し、海をき
れいにすることに貢献されて
います。

●阿南署管内令和元年11月分合計。カッコ内は１月からの累計。
●損害額は未確定分を含んでいません。

数
者
者
数
員
数
額

救

文部科学大臣表彰
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221件（2,214）
0人（
6）
19人（ 223）
257件（3,195）
247人（3,072）
2件（28）
0千円（9,269千円）

あぶない ! こんなに事故が

件
死
負 傷
件
搬送人
件
損 害

交通事故

社会福祉大会表彰
全国社会福祉大会
■全国社会福祉協議会会長表
彰
社会福祉施設功労者
田上真由美さん

年末年始における交通事故防止について
年末年始は仕事や帰省、年末年始の準備などで、せわしく運転
するドライバーが多く、わずかな運転ミスが重大事故につなが
ります。
日の入りも早くなり、夜の時間帯が長くなります。
忙しい年末年始を安全運転で過ごし、安心して新年を迎えるた
めに、事故の未然防止として早めにヘッドライトをつけましょう。
その他にも、カーナビの確認やエアコンの操作は車を安全な場
所に止めて行いましょう。
問い合わせは 阿南警察署（☎22−0110）へ

宝田町
（72歳）

西尾 信雄さん
生涯スポーツ優良団体
総合型地域スポーツクラブ
三間さんは、昭和 年４月 「Ｒｅｘなかがわ」
Ｒｅｘなかがわは、
多世代・
から徳島県内の小中学校教諭、
多志向の会員が日常的にスポ
教頭、校長として、長きにわ
ーツ活動を実践できる環境を
たり児童生徒の心技体の向上

阿南警察署だより

横手晋一郎さん
11

日開野町
（88歳）
羽ノ浦町（88歳）

27

三間 健史さん
27

市

和男

嘉仁

退任のお知らせ

副市長 惠来

修

令和元年 月６日をもち
まして、
退任いたしました。

副市長 西田

明広

長 岩浅

政策監 篠原

隆起

10

政策監 水口

12

阿南市消防出初 式

輝かしい令和２年の新春を
飾る、阿南市消防出初式を開
催します。出初式は、消防団
員・職員の士気の高揚と、職
務の重要性を再確認し、防災
への誓いを新たに、防災関係
者約５００人が参加して行わ
れる年頭の恒例行事です。ぜ
ひ、消防団員・職員のさっそ
うたる雄姿をご覧ください。
日時 １月 日㈰ 午前 時～
場所 夢ホール（文化会館）
問い合わせは 消防本部警防
課（☎
３７９６）へ

22
－

12

65

阿南医療センター脳神経外科医
師・耳鼻咽喉科医師から学ぼう！
医師による無料相談も行います！
シリーズ「症状から学ぶ脳外科」
阿南医療センター脳神経外科・耳鼻咽喉科から３人
の医師をお迎えし、脳に関連する症状について毎回
異なるテーマでご講演いただきます。講演後には医
師による無料の個別相談会も行います。１回のみの
参加も可能です。
講師 阿南医療センター
脳神経外科部長 坂東一彦さん
阿南医療センター
脳神経外科医師 金子文仁さん
阿南医療センター
耳鼻咽喉科医師 戸田直紀さん
日程と内容
講演 15:30～16:30
個別医師相談 16:30～17:00
講演日

内

容

講師

１月23日㈭

難聴と耳鳴りとは？

脳外科医師・
耳鼻科医師

３月19日㈭

首や手の震えの原因は？

脳外科医師

場所 健康づくりセンター2階
予約先 各講演会の前日までに保健センターへご予
約ください。
問い合わせは 保健センター（☎22−1590）へ

障害者控除対象者認定書
の交付について

介護認定を受けている 歳
以上の方で、障害者手帳の交
付を受けていない方に対して
「障害者控除対象者認定書」
を交付します。
この認定書は、所得税の確
定申告や市・県民税の申告に
おいて、税法上の「特別障害
者控除」または「障害者控除」
を受けるときに障害者手帳の
代わりとなるもので、交付に
は本人または家族の申請が必
要です。
なお、既に「障害者控除対
象者認定書」の交付を受けら
れた方で、要介護認定状態区
分に変更のない方は、申告の
際に前回交付された認定書が
使用できますので、新たな申
請は必要ありません。
※特別障害者・障害者の区分
は、介護認定の内容を審査し
認定します。認定情報確認の
ため、交付は後日郵送となる
場合があります。
申請受付 １月９日㈭～
申請に必要なもの 介護保険
被保険者証、印鑑、申請者の
本人確認ができる書類等
申請先・問い合わせは 福祉
課（☎
１５９２）へ

22
－

阿南医療センター
「市民公開講座」
時間
場所
日

入場無料
申込不要

いずれの日も14:00～16:00
阿南医療センター2階 講堂
程

２月９日㈰

内

容

講

①「大腸がん 当院
でどんな治療が受
けられるの？」
②「COPD

師

阿南医療センター
部長（外科）
田上誉史さん

阿南医療センター
禁煙」 主任部長（内科）
米田和夫さん

①「〜身体のあちこ
ちが痛い〜子供か 阿南医療センター
ら高齢者まで大勢 主任部長
います メタボで （リウマチ科）
ストレス時代の関 答島章公さん
３月８日㈰
節炎」
②「肥満パラドック
スを斬る こぶと
りじいさんではダ
メなのか？」

阿南医療センター
診療部長（内科）
滝下 誠 さん

①
「頭を打ったとき、 阿南医療センター
気 を つ け た い こ 主任部長（脳外科）
坂東一彦さん
と」
４月12日㈰ ②「乳がんの治療・
阿南医療センター
最前線－ひとりひ
医師（乳腺外科）
とりに合った治療
駒木幹正さん
－」

問い合わせは

阿南医療センター管理課
（☎28−7777）へ
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生涯学習推進大会

第30回
阿南市

入場無料・申込不要
12：00
13：30
13：40
14：45
15：00
16：00

大会受付
開会
記念講演
休憩
生涯学習活動の発表
閉会

12：00～13：30

12：00～13：30

お茶席♪（１回200円）

まちの保健室で
健康チェック
しましょう！

小学生がお茶でおもてなし

みなもと

「水と生きる」

記念講演

講師

まちの
保健室

イベントスケジュール

す み か

源 純夏さん

シドニーオリンピック銅メダリスト

アトランタオリンピックで、水泳50m・100m自由形に出場。シドニーオリンピックで、水泳50m・100m自由形、4×100mメ
ドレーリレーに出場、4×100mメドレーリレーにて銅メダル獲得。現在は、徳島県水泳連盟理事、徳島ライフセービングクラ
ブ代表、ファンライド徳島SUPインストラクターとして活躍中。
その他、多くのボランティア活動に取り組まれています。

生涯学習活動の発表

げきだん ゆめ

こ

出 演 劇団夢っ子

演 題 人情那賀川温泉物語
「おっさんずメモリィ」
＊人権問題をテーマにした創作劇です＊

主 催：阿南市生涯学習推進大会実行委員会 阿南市 阿南市教育委員会
共 催：阿南市ＰＴＡ連合会 阿南市成人大学運営委員会
問い合わせは

7
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生涯学習課（☎22－3391）へ

令和２年４月採用予定

会計年度任用職員を募集
現行の臨時職員等が、令和２年度から会計年度任用職員へ変わります。

主な条件（勤務内容により異なります。
）
・期末手当を勤務日数に応じて支給します。年2.60月（初年度1.69月）
・通勤費を、市の規定に基づいて支給します。
・休日は原則、土・日曜日、祝日ですが、職場によって異なります。

※試験案内は申込期間中に担当課で配布します。

・年次有給休暇等を市の規定に基づき付与します。

※いただいた個人情報は、目的以外には使用しません。

・勤務日数等により健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。

事務員

保育所保育士・看護師

業務内容

業務内容 市立保育所、こどもセンター保育業務
勤務時間
フルタイム 8:30～17:15（７時間45分）
※早出・延長対応有
パートタイム 7:30～19:00の間で４時間
応募資格 保育士資格、幼稚園教諭免許、看護師免
許または准看護師免許（令和２年３月末
までに取得見込可）
給与等
フルタイム 月額158,300円～164,200円
パートタイム 時給1,001円
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に資格
証または免許状（証）の写しを添えてこ
ども課へ提出してください。
申込期間 １月７日㈫～24日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 ２月９日㈰
問 こども課（☎22−1593）へ

市役所および関係機関における窓口業務
等の事務補助
勤務時間 8:30～17:15の間で７時間
応募資格 パソコンの基本操作（文書作成・表計算
等）ができる方
給与等 日額6,583円～7,012円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和元年度実績：90人程度）
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）を人事
課に提出してください。
申込期間 １月７日㈫～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 筆記試験
試験日 ２月２日㈰
問 人事課（☎22−1112）へ

保育所調理員・保育所用務員
1 保育所調理員
業務内容 市立保育所・こどもセンター給食調理業
務
給与等 日額6,467円～7,149円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和元年度実績：47人程度）
2 保育所用務員
業務内容 市立保育所・こどもセンターの保育を除
く業務
給与等 日額6,781～7,021円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和元年度実績：4人程度）
〈１・２共通事項〉
勤務時間 8:30～16:30の間で７時間
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）をこど
も課へ提出してください。
申込期間 １月７日㈫～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 １月26日㈰
問 こども課（☎22−1593）へ

介護保険認定調査員
業務内容

令和２年度に要介護認定申請者宅等を訪
問し、心身の状況を調査する会計年度任
用職員
勤務時間 8:30〜16:30（７時間）
応募資格 看護師または介護支援専門員の資格を有
し、普通自動車運転免許を有する方
給与等 日額8,293円
採用予定人員 ６人
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に看護
師免許証または介護支援専門員証および
普通自動車運転免許証の写しを添えて介
護・ながいき課へ提出してください。
申込期間 １月６日㈪～23日㈭ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 ２月８日㈯
問 介護・ながいき課（☎24−8007）へ
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市費教員等

保健センター職員

１ 市費教員
業務内容 阿南市立の小学校および中学校での児
童・生徒の指導等
勤務時間 8:00～16:45（７時間45分）
応募資格 小学校または中学校の教員免許状を有す
る方（令和２年３月31日までに取得見
込みの方を含む）
給与等 月額180,700円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に小学
校または中学校の教員免許状の写し（免
許状または資格取得見込み証明書も可）
を添えて学校教育課へ提出してください。

業務内容
応募資格

２ 特別支援教育支援員①
業務内容 阿南市立の小学校および中学校で支援を
要する児童・生徒の指導等
勤務時間 8:30～15:30（６時間）
応募資格 小学校または中学校の教員免許状を有す
る方（令和２年３月31日までに取得見
込みの方を含む）
給与等 日額6,011円
採用予定人員 若干名
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に小学
校または中学校の教員免許状の写し（免
許状または資格取得見込み証明書も可）
を添えて学校教育課へ提出してください。
３ 特別支援教育支援員②
業務内容 阿南市立の小学校および中学校で支援を
要する児童・生徒の指導等
勤務時間 8:30～15:30（６時間）
応募資格 支援を要する児童・生徒の支援等ができ
る方
給与等 日額5,471円
採用予定人員 若干名
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）を学校
教育課へ提出してください。
〈１～３共通事項〉
申込期間 １月６日㈪～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 ２月16日㈰
問 学校教育課（☎22−3390）へ
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保健センターにおける保健事業業務補助
保健師、看護師、助産師または管理栄養
士（令和２年３月31日までに資格取得
見込の方を含む）
勤務時間 9:00～17:00（７時間）
採用予定人員 若干名（業務の必要に応じて採用）
給与等 保健師、管理栄養士、助産師
日額8,005円～8,293円
看護師 日額7,012円～7,535円
申込期間 １月７日㈫～24日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に免許
証の写しを添えて保健センターに提出し
てください。
試験内容 面接試験
試験日 ２月22日㈯
試験場所 健康づくりセンター
問 保健センター（☎22−1590）へ

学校用務員
業務内容

市内の幼稚園・小学校・中学校等におけ
る学校業務
勤務時間 7:30〜17:00の間で７時間
給与等 日額6,781円～7,021円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和元年度実績：20人程度）
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）を教育
総務課へ提出してください。
申込期間 １月20日㈪～30日㈭ 8:30～17:15
※土、日曜日は除く
試験内容 面接試験 試験日 ２月９日㈰
問 教育総務課（☎22−3299）へ

情報教育指導員
業務内容

阿南市立の幼稚園および小・中学校での
IT機器活用指導等
勤務時間 8:30～16:30（７時間）
応募資格 IT機器に堪能な方
給与等 日額8,005円
採用予定人員 １人程度
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）を学校
教育課へ提出してください。
申込期間 １月６日㈪～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験 試験日 ２月16日㈰
問 学校教育課（☎22−3390）へ

学校給食調理員等

幼稚園教諭

①

１ 幼稚園教諭（フルタイム）
業務内容 幼稚園教諭補助業務、預かり保育業務
勤務時間 ８:45～17:30（７時間45分）
応募資格 幼稚園教諭免許状を有する方（令和２年
３月31日までに取得見込みの方を含む。）
給与等 月額158,300円～164,200円
採用予定人員 若干名
２ 幼稚園教諭（パートタイム）
業務内容 幼稚園教諭補助業務、特別支援教育支援
業務、預かり保育業務
勤務時間 ①８:30～14:00 ②12:00～17:30の間
で５時間15分
※①②いずれかの勤務となります。
給与等 幼稚園教諭免許状または保育士資格を有す
る方（令和２年３月31日までに取得見込み
の方を含む。）時給1,001円×５時間15分
上記以外の方 時給911円×５時間15分
採用予定人員 20人程度
※令和２年度の園児数により変更があり
ます。
＜１・２共通事項＞
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）を学校
教育課に提出してください。
申込期間 １月６日㈪～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日を除く
試験内容 面接試験
試験日 ２月９日㈰
問 学校教育課（☎22−3390）へ

学校給食調理

市内の学校給食施設および学校
給食センターにおいて、勤務す
る給食調理員
② 学校給食栄養士 市内の学校給食センターにお
いて、勤務する栄養士（調理
業務もあり）
③ 学校給食配送員 市内の学校給食センターにお
いて、勤務する配送員
④ 学校給食代替調理 市内の学校給食施設および
学校給食センターにおいて、
月10日以内勤務する給食
調理員
〈①～④共通事項〉
勤務時間 ①④7:30〜16:30の間で７時間
②8:00〜16:00（７時間）
③10:00〜14:30の間で４時間
給与等 ①④日額6,467円～7,149円
②日額7,535円 ③日額3,786円
※④は、勤務日数等によっては期末手当なし。
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和元年度実績：①48人程度
②０人③２人程度④19人程度）
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）を学校
給食課へ提出してください。
申込期間 １月６日㈪～15日㈬ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 １月26日㈰
問 学校給食課（見能林町南勘高２番地 中央学校
給食センター内 ☎22−0362）へ

阿南市人権ふれあい子ども会指導員
学校図書館サポーター
業務内容

阿南市立の小学校および中学校での学校
図書の整理・貸出・読書の啓発等に従事
勤務時間 9:00～14:00（４時間）
応募資格 司書もしくは司書補の資格または教員免
許状を有する方（令和２年３月31日ま
でに取得見込みの方を含む。）
給与等 日額3,761円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に司書
もしくは司書補の資格または教員免許状
の写し（免許状または資格取得見込み証
明書も可）を添えて学校教育課へ提出し
てください。
申込期間 １月６日㈪～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 ２月９日㈰
問 学校教育課（☎22−3390）へ

業務内容

地域に組織された人権ふれあい子ども会
の企画・指導の補佐
勤務時間 １日７時間勤務
応募資格 幼・小・中・高・特別支援学校教諭の免
許状もしくはこれらに準ずる資格を有す
る方、または令和２年３月31日までに
これらの資格を取得見込みの方
給与等 日額8,005円
採用予定人員 業務の必要に応じて採用します。
（令和元年度実績：10人）
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に教員
免許状または資格証の写し（資格証取得
見込み証明書も可）を添えて人権教育課
へ提出してください。
申込期間 １月６日㈪～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接
試験日 ２月16日㈰ 試験場所 ひまわり会館
問 人権教育課（☎22−3392）へ
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公的年金等の源泉徴収票の交付
老齢年金は、所得税法上の雑所得として課税の
対象になっています。そのため、老齢年金を受
けている方には、１年間の年金の支払総額など
を記載した「公的年金等の源泉徴収票」が１月
下旬から２月上旬にかけて送付されますので、
確定申告の際に提出してください。
ただし、障害年金・遺族年金は、課税の対象と
なっていないため、源泉徴収票は送付されませ
ん。
なお、源泉徴収票を紛失された場合や未着の場
合等には、徳島南年金事務所（☎088−652−
1511）において源泉徴収票の再交付の受付を
行っています。
問い合わせは 保険年金課（☎22−1118）へ

空いた時間にお家でお仕事
「テレワーク講座」
〜PC初心者も楽しく学べるWebライティング〜

本講座では、テレワークの中でもパソコン１台
で始められるライティングのお仕事について、
始め方から案件の取り方、具体的なWeb ライ
ティングのスキルまでトータルで学んでいただ
けます。家事や育児・介護の合間にお仕事をし
たい方、自身のスキルアップをめざす方、リタ
イア後の新たなチャレンジをお探しの方など、
ご興味のある方はどなたでもお気軽にご参加く
ださい。
日程 １月22日㈬、29日㈬ 10:00〜12:00
（全２回）
場所 あなんスマート・ワークオフィス（那賀
川町上福井南川渕14番地１ 科学セン
ター敷地内）
対象 阿南市に在住または通勤・通学している
方、初級程度のパソコンスキルをお持ち
の 方（ イ ン タ ー ネ ッ ト 検 索 が で き る、
PC上で文章の作成ができる等）
受講料 無料
持参物 筆記用具、ノートパソコン（貸し出し
をご希望の方はご相談ください。）
申込締切日 １月15日㈬
（申込多数の場合は抽選）
※くわしくは、市ホームページをご覧ください。
申し込み・問い合わせは
株式会社あわえ（☎0884−70−5831）
e-mail:anan_event@awae.co.jp
または商工観光労政課（☎22−3290）へ
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適応指導教室指導員・
不登校支援生活指導員
業務内容

適応指導教室（ふれあい教室）での不登校
児童・生徒の自立支援、支援を要する児童・
生徒の指導および就学児童状況調査等
勤務時間 8:30～16:30（７時間）
※夏期等長期休業中は業務の必要に応じて
勤務日を調整します。
応募資格 小学校または中学校の教員免許状を有する
方（令和２年３月31日までに取得見込み
の方を含む。）
給与等 日額8,005円
採用予定人員 若干名
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に 小学
校または中学校の教員免許状の写し（免許
状または資格取得見込み証明書も可）を添
えて教育研究所へ提出してください。
申込期間 １月６日㈪～17日㈮ 8:30～17:15
※土、日、祝日は除く
試験内容 面接試験
試験日 ２月16日㈰
問 教育研究所（☎22−3395）へ

科学センター専門指導員
業務内容

科学センターで実施する主に天文事業およ
び小中学生への理科学習指導。
勤務時間 8:30～16:30（７時間）
※シフト制による土、日、祝日の出勤、
22:00までの勤務あり。
応募資格 理系の４年制大学を卒業し、理科の教員免
許または学芸員資格を有する方、または令
和２年３月31日までに上記大学を卒業し、
上記資格取得見込みの方。前項の条件を満
たし、一般来館者や児童・生徒に対応でき
る天文学の知識を有する方。
給与等 日額8,005円（年間243日勤務）
採用予定人員 １人
申込方法 市販の履歴書（自筆・写真貼付）に大学の
卒業証書、教員免許状または学芸員資格証
明書の写し（卒業・取得見込み証明書も可）
を添えて科学センターへ提出してください。
提出する書類はまとめて封筒に入れ、必ず
表に「専門指導員応募」と朱書きをしてく
ださい。
申込期間 １月７日㈫～31日㈮ 8:30～17:15
※毎週月曜日を除く。土、日、祝日の受付可。
試験内容 面接試験
試験日 ２月16日㈰
問 科学センター（☎42−1600）へ

阿南市人権教育研究大会にご参加ください
阿南市人権教育研究大会を次の日程で開催します。多数ご参加ください。
趣旨

同和問題をはじめ、さまざまな人権問題を自らの課題として捉え、人権教育・啓発活動の具体的な実践に
ついて研究します。

日時

２月１日㈯

10:00～16:00（予定）

研究内容および場所
＜全体会＞ 夢ホール（文化会館）
＜分科会＞
会

名

第 １ 分 科 会
（就学前教育）

場

講演

参加費

700円（弁当・お茶付き）

演題

人権問題にかかわる視点
～「いかにかわすか」と「いかにかかわるか」～

講師

鳴門教育大学

所

文化会館
１階 ホール

研

教職大学院

究

教授

概

阿形 恒秀 さん
要

子どもの豊かで確かな育ちのために、園・所、家庭、地域が連携し、
人権教育・啓発を推進しよう。
就学前人権教育の意義と目的を明らかにし、その重要性をあらため
て確認し合い、教育（保育）の実践や、園・所、地域における人権
教育・啓発の取組について、共に考え実践していきましょう。

第 ２ 分 科 会 富岡公民館
（小・中学校教育） ２階 大ホール

心豊かでたくましい子どもを育てるために、人権意識を高めながら
連帯感のある PTA 活動を推進しよう。
学校・家庭・地域が連携し、一体となった地域の教育力の大切さが
叫ばれています。子ども・学校・家庭・地域がつながり合う人権教
育・啓発をどのように進めていくか、PTA 活動や地域活動を中心
に参会者が思いを伝え合う中で考えていきましょう。

第 ３ 分 科 会
文化会館
（高校・高専・
２階 研修室１
特別支援学校教育）

一人ひとりの進路を保障するための教育を創造し、人権問題を自ら
の課題として捉え、あらゆる差別の解消に向けて実践できる人材を
育成しよう。
自らの進路を切り拓いていく力を養うためには、学力の保障と自尊
感情を高めることができる教育の創造が重要です。学校・家庭・地
域が更に連携を深め、「身元調査お断り」ワッペン運動等の啓発活
動をとおして、知識理解だけにとどまらず、社会で実践できる人材
を育成しましょう。

第 ４ 分 科 会
（ 社会教育）

文化会館
１階 視聴覚室

相手の立場に立ち、豊かな心を育むことをとおして、すべての人の
人権が尊重される人権のまちづくりを推進しよう。
すべての市民が日常生活の中で「人権」の視点をもち、「人権」と
結びつけて考えることをとおして、あらゆる差別や不合理を許さな
い地域づくりに向けた教育・啓発活動を推進していきましょう。

文化会館
２階 研修室２

市内のすべての企業が人権問題を学習し、お互いの人権を守り、差
別のない明るい職場をつくろう。
企業内の人権教育・啓発への取組体制（社内指導者の養成等）を見
直し、強化することにより、企業人・社会人としての資質の向上を
めざした実践活動を推進しましょう。

第 ５ 分 科 会
（企業・職域）

第 ６ 分 科 会
（行
政）

ロイヤルガーデン
ホテル １階
パールの間

公務員として要請されている課題と使命を持って「人権尊重のまち
づくり」に取り組んでいこう。
「阿南市人権施策基本方針」の趣旨に基づき、常に人権の視点に立
って日常業務を遂行するとともに、これまで培われてきた人権教
育・啓発の実績や成果を踏まえながら関係機関・職場・地域との連
携を密にした実践活動を推進しましょう。

※各分科会において手話通訳を希望される方は、１月20日㈪までに、託児を希望される方（年齢制限10カ月か
ら８歳まで）は、１月24日㈮までに人権教育課へお申し込みください。

申し込み・問い合わせは

人権教育課（☎22−3392）へ
広報 あ
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【市長賞】四宮義則
【議長賞】二階博司
【教育長賞】横山 明
■彫塑工芸の部
【市長賞】宮本三千江
【議長賞】藤倉みどり
【教育長賞】篠原 静
■華道展の部
【市長賞】池坊
【議長賞】遠州流
【教育長賞】花芸安達流
■寒蘭展の部
【市長賞】喜多條隆治
【議長賞】武田水保
【教育長賞】阿部光雄
■俳句の部
【市長賞】近藤まい
【議長賞】神野千鶴子

「自分の夢を
叶えるために」

帰り小さなカフェを開きま
した。あれから 年。３人
の子どもにも恵まれ、私は
阿南市に住んでいます。マ
マになり、この町は本当に
子育てがしやすい環境だと
肌で感じます。両親や友だ
ちが近くにいることのあり
がたさを感じ、この町に帰
ってきてよかったと思う
日々です。
こ の 住 み 慣 れ た 環 境 は、
私にとって安心して子育て
が で き、
心のより
どころと
なってい
ます。変
わらない
ものと変
わってい
くもの。その間で家族とと
も に 安 ら ぎ を 感 じ な が ら、
年を重ねていけたらと思い
ます。
今日も目の前には田園風
景が広がり、子どもたちの
元気な声で１日が幕を開け
ます。
次は那賀川町の生原正紀
さんにお願いします。

13

澳津 美菜さん

544

私はきっと生まれ育った
町・阿南市を元気にし、地
域に恩返しがしたかったの
ではないかと
思 い ま す。 上
京して過ごし
た４年間の学
生時代、この
間に故郷の大
切さ、家族の
大切さ、地域
の魅力に気付いたように感
じます。離れたことで分か
ること、それに気付けたこ
とは私の人生の選択に大き
な影響を与えました。
「徳島の豊富な食材を使い、
みんなが集まる憩いの場を
つくりたい。そこにいると
ほっと一息つけるようなそ
んなお店を作りたい」
そう心に決め、阿南市に

那賀川町

阿南市文化祭優秀作品表彰
第 回阿南市文化祭優秀作
品表彰式が 月 日、文化会
館で開催され、次の方が受賞
されました。
■書道の部
【市長賞】吉形和恵
【議長賞】生野久美
【教育長賞】石橋幸恵
■日本画の部
【市長賞】田中悦子
【議長賞】霜田治代
■洋画の部
【市長賞】小川美輝
【議長賞】村上初江
【教育長賞】尾崎いずみ
■写真の部

【教育長賞】加藤和子
■短歌の部
【市長賞】中原きみ子
【議長賞】亀島賀陽子
【教育長賞】井上京子
■科学経験発表の部（１～４
年生）
【市長賞】
村上悠空（羽ノ浦小）
【教育長賞】
岩浅 花（富岡小）
【教育研究所長賞】
原田裕士（津乃峰小）
■科学経験発表の部（５、６
年生）
【市長賞】
原田明依（津乃峰小）
【教育長賞】
阪本奏一郎（富岡小）
【教育研究所長賞】
祖父江晴彦（富岡小）
■科学経験発表の部（中学
生）
【市長賞】
大地 凪、國清咲良、
八木麻理奈、若松凜華、
新川文香（富岡東中）
【教育長賞】
天羽千尋、上田潤正、
藤枝知希、元木 紀、
山田晋輔（富岡東中）
【教育研究所長賞】
笠江 彰、寺西 功（那賀
川中）
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講座を集中的に開催することで、人権課題をよ
り専門的に学び見識を深めます。
日時 ２月４日㈫、18日㈫ 14:00～16:00
場所 市役所６階 602・603会議室
内容
１日目「人権に配慮（多様性を尊重）した防災
対策をめざして」
南部総合県民局 政策防災部
小西良子さん
２日目「防災から考える人権」
阿南市人権教育・啓発講師団講師
阿南防災士の会 副会長
青木正繁さん
申込締切日 １月24日㈮
申し込み・問い合わせは
人権・男女参画課（☎22−3094）へ

12

受講生募集

48

阿南市人権教育・啓発研究講座（冬期）

特集

生物がつながり合って
豊かな自然を作っている
生物多様性とは、具体的にどのよう
なことをいうのですか。

大田 生物多様性には、３つの多様性
が あ り ま す。 ま ず は 遺 伝 子 の 多 様 性。
アサリの模様が一つ一つ異なるのは同
じ 種 類 で も 遺 伝 子 が 異 な る か ら で す。
人間もホモ・サピエンスという同じ種
ですが、遺伝子は微妙に異なり、顔や
体つきが違います。２つめの多様性は
種の多様性。地球上のすべての生物は、
数 千 万 種 と も い わ れ ま す。 皆 さ ん も、
動物園や水族館で多様な生きものに感
動 し た こ と が あ る は ず で す。 最 後 は、
生態系の多様性。阿南市にも、川、山、
里地里山、海、池など、さまざまな生
態系があり、それぞれに適応した多様

大田 私たちの住む社会は、多様な生
物との共存が社会や経済の基盤となっ
ています。阿南市民の暮らしを支える
豊かな産業力に、持続可能な自然環境
が加わることで、物資・心身ともにま
さに豊かな阿南市が形成され、オンリ
ーワンの心地よい暮らしが実現される
と考えています。

生物の多様性と私たちの生活がどの
ように関わってくるのですか。

オンリ ー ワンの 心 地 よい
暮らしが実現

な生物が住んでいます。
これら３つの異なるスケールでそれ
ぞれたくさんの生きものがいる。それ
らがつながり合って豊かな自然を作っ
て い る と い う、「 自 然 の 豊 か さ 」 を 示
すのが「生物多様性」です。

生物多様性あなん戦略

あなんの
〝ごっつい自然〟で
まちを元気に！
本市は、阿南工業高等専門学校との連携協力のもと生
物の多様性および持続可能な利用に関する基本的な計
画である「生物多様性あなん戦略」を策定しました。
本戦略は、阿南の持つ豊かな生物多様性を計画的かつ
適切に保全し、その持続的な利用によって本市の活性
化を図ることを目的としています。策定に携わった阿
南高専准教授の大田直友さんに本戦略の狙いなどにつ
いてお話を伺いました。また、保全活用を進めている
市内６カ所のホットスポットをご紹介します。

14
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自然を守るだけでなく
賢く活用する

11

さん

阿南工業高等専門学校
創造技術工学科 准教授

大田 市内に６カ所のホットスポット
を選定しています。阿南市の豊かな自
然を「見える化」し、この豊かな自然
を積極的に守ってもらうためです。そ
れと同時に、生物の魅力や自然の素晴
らしさをまちづくりに活用し、阿南市
の 活 性 化 を 図 る と い う、「 持 続 的 な 利
用」も念頭にあります。
選定されたホットスポットでは、市
民の方々が継続的に保護活動をされて
おり、今後は６カ所のホットスポット
同 士 の つ な が り や 一 体 感 を 深 め、「 生
きもののまち阿南」をＰＲしていけば
よいと思います。

豊かな自然をまちづくりにどのよう
に活かしていけばよいですか。

生きもののまち阿南を
めざして

大田 直友

本戦略は、市ホームページに掲載し
ていますので、ご覧ください。

な ん 2020.01
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四国自治体初となる生物多様性あな
ん戦略の狙いを教えてください。

大田 本戦略は、生物多様性基本法に
基づく、阿南市の生物の多様性および
持続可能な利用に関する基本的な計画
です。計画期間は２０１９年 月から
２０３０年度までです。
本戦略は、阿南市の豊かな生物多様
性を計画的かつ適切に保全し、その持
続的な利用によって本市の活性化を図
る こ と を 目 的 と し て い ま す。「 多 様 な
生きものと人の暮らしが響き合って持
続可能性の基盤となり、豊かな産業の
下で心地よい暮らしを実現できるま
ち」を基本理念とし、５つの戦略（自
然を守る・再生する、自然を賢く使う、
ひとをつくる、まちをつくる、協働す
る）を達成するため の施策を展開し
ます。
ホットスポットをはじめとした貴重
な自然の保全と再生、生物多様性に配
慮したまちづくり、経済活性化、次世
代の担い手の育成などの取組の推進を
図っていきます。
本戦略の推進には、市民、市民団体、
事業者、教育・研究機関、阿南市など、
多様な主体による協働が必要不可欠で
す。「 生 物 多 様 性 あ な ん 戦 略 推 進 協 議
会」を発足し、推進の核を担います。
25

1
①蒲生田岬上空から阿南市を望む ②チュウヒ（写真提供：宮本 勇さん） ③伊島のササユリ（同：
川西藤彦さん） ④アナンムシオイ（同：河野 光さん） ⑤オヤニラミ（同：徳島県立博物館）

出島野鳥園
出島野鳥園は、那賀川町出島地区にある野
鳥の楽園。季節ごとに訪れるチュウヒなど
野鳥を年間80種以上観察することができ
ます。ここは野鳥にとって、餌を取ったり、
羽を休めたりできる大切な場所です。また、
園内に広がる塩性湿地は、湿生植物や昆虫
が住む場所として県内でも貴重です。

出島野鳥園全景

蒲生田

大池

椿町の蒲生田は、四国で最も東の端に
あります。蒲生田岬は、室戸阿南海岸
国定公園を代表する岬。海浜はアカウ
ミガメの重要な産卵場所であり、「日
本の重要湿地500（環境省）」に選定
されている大池の水生植物群落として
貴重な場所です。

那賀川・桑野川河口域

スポットのロゴマーク

とそのシンボル的生物をモチーフ
デザイン：小部 博正さん）

河口の風景は、阿南市の豊かな自然の象
徴です。シンボルであるシオマネキは、
吉野川や勝浦川に並び、県を代表するほ
ど数が多く生息しています。その他、汽
水に住むさまざまな希少種が確認されて
います。また、河口域は稚魚にとってゆ
りかご的な存在となっています。
桑野川（左）、那賀川（右）河口

広報あなん動画版

「あなんの〝ごっつい自然〟でまちを元気に！」
市政について広報番組を制作し、ケーブルテレビ 11ch（ケーブルテレビあなん、
県南てれび）や YouTube で放映しています。１月から、「あなんの〝ごっつい自
然〟でまちを元気に！」を放映します。阿南高専准教授の大田直友さんが生物多様
性について分かりやすく解説。また、市内６カ所のホットスポットを美しい映像で
ご紹介します。ぜひ、ご覧ください。
問い合わせは 秘書広報課（☎22－1110）へ
広報 あ
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伊島

野尾辺湿原

伊島では、里山利用の名残であるササユリ
を保護するため、伊島中学校を中心とした
島の人たちなどによって、生育環境を守る
ための下草刈りなどが長期間行われていま
す。その活動や伊島全体の多様な自然環境
が評価され、「生物多様性保全上重要な里
地里山（環境省）」に選定されています。

太龍寺近辺
新種と確認されたカタツムリ「アナンムシ
オイ」など希少種や固有種を育む自然が豊
かな地域です。また、太龍寺道（四国遍路
道）や四国霊場第21番札所太龍寺などの
文化を育んでいます。若杉山には国史跡に
指定された若杉山辰砂採掘遺跡が広がって
います。

太龍寺道（四国遍路道）

桑野川上流

桑野川上流（新野町）

新野町など桑野川上流域に生息する魚オヤ
ニラミは、徳島県の天然記念物に指定され
ており、長期にわたり地域の人々に見守ら
れています。希少種を育む豊かな自然環境
は、同時に四国霊場第22番札所平等寺な
どの文化を育む環境でもあり貴重な場所で
す。

第７回阿南市生物多様性フォーラム

生物多様性ホットス

選定された地域（６カ所）と
にデザインしています。（デ

「みんなで盛り上げよう！〝生物多様性あなん戦略〟」
日時 ２月８日㈯ 13:00～16:00（受付開始12:30） ※入場無料・申込不要
場所 ひまわり会館２階 ふれあいホール
内容 【第１部】生物多様性あなん戦略の概要、ホットスポット行動計画
【第２部】基調講演 演題「福津市環境基本計画の推進と課題（仮）」
講師 九州工業大学建設社会工学科教授 伊東啓太郎さん
問い合わせは 環境保全課（☎22－3413）へ
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全力応援

第66回徳島駅伝

みんなで応援しよう！がんばれ 阿南市チーム
新春の阿波路を駆け抜ける第66回徳島駅伝が１

月４日に開幕します。昨年、阿南市チームは総合
４位入賞を果たしました。今年も上位入賞をめざ
て練習に取り組んでいます。選手の皆さんに、温
かいご声援をお願いします。

頑張ろう三唱（12月15日・ひまわり会館）

▼第66回徳島駅伝コース
第１日（１月４日）
海陽町～美波町（由岐）～徳島市
〔17区間〕 95.5㎞
第２日（１月５日）
徳島市～鳴門市～三好市池田町
〔16区間〕 91.8㎞
第３日（１月６日）
三好市池田町～徳島市
〔10区間〕 69.6㎞
合計

〔43区間〕256.9㎞

練習する阿南市チーム（12月８日・スポーツ総合センター）

目標は総合３位入賞！
監督として２回目の徳島駅伝に臨む田中健一さん
に、意気込みを伺いました。

▼阿南市内通過予定時刻
第１日（１月４日）
美波町由岐警察官駐在所前
↓ 10区（7.9㎞）
11:01 福井駅前
↓ 11区（9.3㎞）
11:29 津乃峰地区防災公園口
12:20 津乃峰地区防災公園口（再出発）
↓ 12区（4.4㎞）
12:33 徳島新聞社阿南支局前
↓ 13区（7.2㎞）
12:55 ローソン羽ノ浦中庄店前
↓ 14区（7.3㎞）
ケアハウス 健祥会アムス
（旧市営芝生川橋バス停）前
※上記の時刻は先頭チームの通過時刻を
想定しています。

「昨年は選手が体調不良やアクシデントに会い、
目標に届かなかったが、若い力が育っていると感
じた。チームの現状は、故障者なく仕上がってい
る。普段は学校の先生が指導されており、先生方
とコンタクトをとりながら、生徒たちの調整を進
めている。小学生や中学生など若いころから継続
している選手が、続々と成果をあげている。阿南
市から徳島県代表などが選出されれば、周囲の刺

激となり、また次の若い選手が育つのではないか。
目標は総合３位。互いに切磋
琢磨し、協力し合い、自分の

力を出し切ってもらえれば、
結果がついてくると思う」と
話していました。

１月４日の午前７時30分に
海陽町をスタート。正午ご

ろ、阿南市を通過予定です。

田中健一監督
広報 あ
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▼阿南市チーム監督・選手
選手
番号
監
督
25
コーチ兼男子選手 26
コーチ兼女子選手 27
マネージャー兼女子選手 28
男子選手（主将） 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
男子選手
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
31
32
33
34
女子選手
35
36
37
38
01
男子選手
（小学生）
02
03
女子選手
（小学生）
04
区

19

分
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名

前

田中 健一
山﨑 優希
福良 郁美
古山 育弥
前田 大悟
森
泰英
井上 直人
吉田 侑祐
結城 直哉
稲岡 哲平
國行 麗生
久米 智宏
松田 悠陸
折野 僚紀
生田 琉海
小出 橘平
島田 創太
山本 航輝
奥田 龍星
山本 健介
児島雄一郎
篠原 想生
飯田 紫月
柴田 侑茉
米元 圭介
茂村 陽太
秦野 尋斗
濵口 大和
久龍 未空
西内 心瑠
辻田 詩央
岡崎真理子
治尾優衣奈
湯浅 初音
浅野真梨奈
大西 楓來
川田 愛翔
一上 稜真
浅川 園葉
谷本 莉乃

年齢 出場
学年 回数
やまもも薬局㈲
44歳 16
日亜化学工業㈱
29歳 14
㈱大塚製薬工場
22歳
7
鳴門高等学校
高３
5
大阪学院大学
大３
7
日亜化学工業㈱
46歳 29
日亜化学工業㈱
35歳 15
日亜化学工業㈱
35歳 20
日亜化学工業㈱
32歳 17
日亜化学工業㈱
30歳 14
㈱大塚製薬工場
23歳
9
広島修道大学
大２
5
京都産業大学
大２
5
環太平洋大学
大１
4
徳島科学技術高等学校 高３
6
高知中央高等学校
高２
4
徳島科学技術高等学校 高２
2
つるぎ高等学校
高２
3
徳島科学技術高等学校 高１
2
富岡東高等学校
高１
4
羽ノ浦中学校
中３
3
那賀川中学校
中３
2
羽ノ浦中学校
中３ 初
羽ノ浦中学校
中３ 初
羽ノ浦中学校
中３ 初
阿南第一中学校
中３ 初
阿南第一中学校
中３ 初
羽ノ浦中学校
中１ 初
富岡東高等学校
高２ 初
富岡東高等学校
高１
4
富岡東高等学校
高１
2
那賀川中学校
中３
3
羽ノ浦中学校
中３
3
阿南第二中学校
中２ 初
阿南中学校
中１ 初
阿南中学校
中１ 初
今津小学校
小６
−
羽ノ浦小学校
小６
−
今津小学校
小６
−
津乃峰小学校
小６
−
所属（学校名）

結団式での阿南市チーム（12月15日・ひまわり会館）
徳島駅伝に臨む決意・抱負
選手の力が十分に発揮できるよう万全の体制で挑みたい。
昨年はチームに貢献できなかった分、今年は区間賞を取ります。
走れることに感謝して精いっぱい走ります。
ベストを尽くし、阿南市チームに貢献できるように頑張ります。
支えてくれる人に感謝をし、主将としてチームを引っ張る走りをします。
チームのために何ができるかしっかり考え、駅伝に取り組みたい。
阿南市チームの一員としてチームに貢献できるよう頑張ります。
大会当日までに調子を上げられるように頑張っていきたいと思います。
チームの力になれるように全力で頑張ります。
１秒でも速く駆け抜けられるよう精いっぱい頑張ります。
生まれ育った地元に貢献できるように頑張ります。
チームに貢献する走りをします。
選んでいただいたことへの感謝の気持ちを忘れず全力で頑張ります。
少しでも早く次の人に襷をつなげられるように頑張りたいです。
高校生として最後の年。２度と走ることのできない第1日目１区、第3日目36区の両日、区間記録を更新する走りをします！
今年も呼んでいただきありがとうございます。自分の力を出し切ります。
ライバルチームに負けないように全力で頑張ります。
前回は、区間２位だったので今年こそは区間賞を取りにいきます。
阿南市チームの一員として、自分の走りができるように頑張ります。
チームのために自分が出せる精いっぱいの力を出して頑張ります。
中学最後の徳島駅伝。３年間お世話になった方々へ感謝の思いを込めて走ります。
今年も走れる誇りと感謝を胸に、チームの勝利と笑顔に貢献する！
阿南市の代表として、全力で頑張りたいと思います。
阿南市優勝のため区間賞を取り、襷をつなぎます。
阿南市の代表として走れることに感謝し、最後まで全力で走ります。
中学校陸上の集大成として、強い気持ちで自分らしい走りをします。
中学校では最後の駅伝。自己新記録をめざし最後まで走り抜く。
初めての中学生区間、走れることに感謝して全力で頑張ります。
初めての徳島駅伝ですが、少しでも貢献できるように頑張ります。
阿南市チームに貢献できるように全力で頑張ります。
阿南市チームのために最後まで一生懸命頑張ります！
チームの足を引っ張らないよう一生懸命、全力を尽くします。
今年は自分のベストの走りで襷をつなぎ、区間賞を狙います。
阿南市に貢献できるように、今出せる全力を尽くします。
自分の持っている力を出し切り、チームに貢献したいです。
自分に負けず、自己ベストを出せるように精いっぱい頑張りたいです。
１位で襷をつなげるために全力で頑張ります。
選手団の一員として活躍できるように努力を続けていきたいです。
初めての徳島駅伝なので、全力を尽くして精いっぱい頑張ります。
今までたくさん練習してきたので全力で走りたいです。

阿南市フェイスブック

阿南市や地域の出来事を
いち早くチェック！

市ホームページからご覧いただけます。
http://www.city.anan.tokushima.jp/

校舎に笑顔が戻る
福井南小で催し
休校中の校舎を利用した地域おこしイ
ベント「KYU-KO マルシェ」が11月
30日、福井南小学校（休校中）で開
催され、来場者でにぎわいました。（阿
南青年会議所主催）校舎前や体育館に
は、飲食物などさまざまなブースが設
置。また、教室には竹で作られた作品
が飾られていました。参加した前野和
俊さん（71歳・福井町）は、「休校で
さびしくなった学校がにぎやかになっ
た」と喜んでいました。

丸く大きく育ったサツマイモ

収穫完了！

11月６日、市庁舎屋上庭園にてサツマイモの収穫が行わ
れました。５月15日に環境学習として植えた苗が立派に
育ち、たくさんのイモが実りました。収穫に参加したのは
苗植え時と同じく、富岡保育所、富岡幼稚園、横見幼稚園
の子どもたち53人。イモは大きいもので20㎝ほどに育ち、
収穫用コンテナ約５個分を収穫しました。子どもたちはう
れしそうにイモを腕に抱えていました。

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを
11月29日、ひまわり会館で、「地域医療・介護従事者等専
門職スキルアップ研修会」を開催し、医療・介護関係者な
ど116人が参加しました。阿南医療センター緩和ケア内科
部長の寺嶋吉保さんが４月に開設する緩和ケア病棟を紹介
されました。本市は、高齢者が住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることを目標とし、「在宅
医療・介護連携推進事業」を推進しています。

南部テクノスクールで職業体験
中野島小学校６年生26人が、11月15日に南部テクノスク
ールで職業体験を行いました。これは、子どもたちに早い
時期から職業観を育んでもらい、雇用のミスマッチや入社
後の早期離職の解消につなげようと南部テクノスクールが
主催したもの。児童は職員などから指導を受けながら、本
物の訓練機械・器具を使って、タイヤ交換やエアブラシ塗
装、ミニ畳製作の作業に取り組みました。
広報 あ
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トイレ清掃をとおして心を磨く
日本を美しくする会「第10回四国ブロック大会in阿南」
の一環でトイレ掃除実習が12月１日、富岡小学校で行わ
れました。阿南掃除に学ぶ会会員など参加者52人は、便
器や排水溝、窓などを徹底的に磨き、ふきあげました。実
行委員長の野村誠也さん（67歳・下大野町）は、「トイレ
掃除をとおして心を磨いています。この取組を理解してく
れる人が増えてくれたらうれしい」と話していました。

うみてらす北の脇でドローン体験教室
11月23日、うみてらす北の脇（阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センタ
ー複合型施設）にて、「親子ドローン体験教室」が開催さ
れました。参加者は、講師からドローンについての説明を
受けた後、実際に室内でドローンを飛ばす操縦体験を行い
ました。参加した宮原快生さん（８歳・那賀川町）は、「ド
ローンの操縦は慣れたら飛ばしやすかった。また練習した
い」と満足したようすでした。

阿南医療センター

健康フェスタを開催

11月26日、阿南医療センターにて、センター施設の完成
を記念したイベント「第１回健康フェスタ」が開催され、
約350人が来場しました。エントランスには、健康相談コ
ーナーをはじめ、野菜などの産直、ハンドメイドのお店な
どに人だかり。屋上ヘリポートの見学会も行われました。
センター院長の玉置俊晃さんは、
「県南地域住民の健康を
総合的かつ円滑に支えていきたい」と力を込めていました。

歴史の息吹にふれる

椿泊町を散策

歴史的な街並みが残る椿泊町で、町の魅力を探るイベント
「歴史的建造物活用まちづくり 椿泊」が12月１日に開催
され、市内外から約40人が参加しました。参加者は、建
造物の専門家と一緒に椿泊町を散策。特徴的な建造物を確
認しました。窓回りに設置された手すりは、装飾を凝らし
たデザインが施されており、明治時代から漁業で繁栄した
ことがうかがえます。

冬の風物詩

阿南駅にクリスマスツリー

駅の利用者に季節感を楽しんでもらおうと12月４日、Ｊ
Ｒ阿南駅にてクリスマスツリーの飾り付けイベントが開催
されました。阿南聖母幼稚園の園児14人が参加し、願い
事を書いた短冊をはじめ、星や長靴などの折り紙で作った
飾りをツリーに飾り付けていきました。構内は温かな雰囲
気に包まれました。熱心に飾り付けていた矢上 青くん（６
歳）は、
「願い事に世界が平和になりますようにと書いた」
と話していました。
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令和元年度阿南市
認定農業者フォーラム

農林業センサスに
ご協力ください
２月１日現在で、2020年農林業センサスが実施されます。
農林業センサスは、農林業の「今」を知り、「未来」へつな
げる施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を
作成し、提供することを目的に、農林業を営んでいるさまざ
まな経営体を対象に 5 年ごとに行われる調査です。
調査対象の候補となる方には、１月下旬から調査員が伺いま
すので、ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせは 企画政策課（☎22−3429）へ

▼

▼

農業者相互の情報交換と連携強化を目的として、次のとお
り開催します。ぜひご参加ください。
日時 ２月４日㈫ 14:00～16:00
場所 文化会館 視聴覚室
内容
基調講演：地域特産マイスター榊野瑞恵さんによる講演
「木頭ゆずをめぐる『柚冬庵』の取組みについて」
事例発表：阿南市内認定新規就農者の方２人による活動
状況報告
※入場無料
問い合わせは 阿南市担い手育成総合支援協議会
（農林水産課内☎22−1598）へ

中小企業の経営相談会のご案内
中小企業・小規模事業者の皆さんのさまざまな経営相談を行
っています。本年は、キャッシュレス元年です。インターネッ
トのエリアマーケティングと合わせた導入が効果的です。手
順・手法等経営上の相談がある方は、
お気軽にご連絡ください。
●県南部サテライト相談所
日時 １月８日㈬、２月12日㈬、３月11日㈬ 10:00～16:00
※前日までに徳島県よろず支援拠点にご予約ください。
※毎月第２水曜日に開催します。
場所 南部総合県民局阿南庁舎３階 協議室
問い合わせは 徳島県よろず支援拠点（☎088−676−4625）
または商工観光労政課（☎22−3290）へ

パートナーシップセミナー
「男性のためのおかし＆おすし教室」
参加者募集
男女が共にいきいきと生活できる男女共同参画社会を実現
するためには、まず家庭から。男性の皆さん、お菓子やお
寿司を楽しく作ってみませんか。
日程 第１回 ２月14日㈮ 「洋菓子編」
第２回 ２月26日㈬ 「和菓子編」
第３回 ３月10日㈫ 「ひな祭り寿司」
時間 10:00～12:30
講師 管理栄養士 橋本雅代さん
場所 ひまわり会館３階 グルメルーム
定員 25人（先着順）
参加費 １回500円（材料費として当日集金）
申込方法 住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、電話、
ファクスまたははがきでお申し込みください。
申込期間 １月６日㈪～20日㈪（当日消印有効）
※いただいた個人情報は目的以外に使用しません。
申し込み・問い合わせは
〒774-8501 富岡町トノ町12番地３
（☎22−7401・FAX22−4785）へ

10

科学
センター

30

20

（無料・当日整理券）

40

男女共同参画室

新春・凧作り教室

11

パソコン操作の基礎はもちろん、文字の入力などの入門的な
学習のほか、ワードでイラストを描くなど楽しくわかりやす
く講習します。パソコンに興味、関心のある方は、ご参加く
ださい。
対象 市内在住の在宅障がい者の方
日程 １月10日㈮～３月13日㈮の毎週金曜日 13:00～16:30
場所 科学センター
受講料 無料
定員 ５人
申込締切日 １月９日㈭
申し込み・問い合わせは
福祉課（☎22−1592・FAX22−1813）または徳島赤十字
ひのみね総合療育センター（☎0885−32−1884）へ

立体凧という不思議な形をした凧を作り、
科学センターで凧あげをしましょう！
日時 １月５日㈰ ①午前 時～ ②午後
２時～
対象 どなたでも（小学３年生以下の方は
保護者同伴）
定員 各回 人（先着順。１家族凧２枚ま
で）
整理券 当日、窓口でお求めください。
※電話予約は不可。
※悪天候時は凧の工作のみ

30

かんたん！わくわく工作「パラ
シュートを作ろう」
（無料・申込不要）

10

幼児から参加できる楽しい工作を行います！

開催日 １月 日㈷
時間 午前の部
時～ 時 分
午後の部 １時 分～３時 分
内容 身近なものを使って、とっても簡単
に作れます！どんなパラシュートができる
かな。
13

障がい者パソコン教室を開催します

ホームページ http://www.ananscience.jp/science/
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かもだ岬温泉保養施設

■展示コーナー 10:00～20:00
※各展示とも展示入れ替えのため、初日は12:00から開
始、最終日は15:00までに終了します。
○賀上書道教室書道展 ４日㈯～13日㈷
○陶芸二人展 15日㈬～26日㈰
○Kamansa☆New year! 28日㈫～２月16日㈰
■体験コーナー
○竹細工 干支を作ろう ５日㈰ 13:00〜14:00
【申込締切日】４日㈯ 【参加費】500円
【定員】５人 【持参物】なし
○プリザーブドフラワーを作りましょう
26日㈰ 13:00〜15:00 【申込締切日】24日㈮
【参加費】2,500円 【定員】10人
【持参物】なし（あればハサミ）

かもだ岬温泉は県内屈指の天然温
泉です。ゆったりとおくつろぎく
ださい。
【１月の休館日】
６日㈪、７日㈫、８日㈬、14日㈫、
20日㈪、27日㈪
※26日㈰は風呂（ふろ）の日です。
一般入浴料半額に！ぜひご利用ください。
問い合わせは

１月の催し

かもだ岬温泉保養施設（☎21－3030）へ

阿波踊り活竹人形作り常時開催中！

問い合わせは

■ 阿波人形浄瑠璃芝居 中村園太夫座公演
「中村園太夫座」は阿南市新野町中分地区に江戸末期
より伝わり親しまれてきました。伝承の技芸は新野中
学校民芸部など若い世代にも受け継がれています。郷
土の誇り「阿波人形浄瑠璃」を夢ホールでお楽しみく
ださい。
日時 １月26日㈰ 13:00開演
場所 夢ホール（文化会館）
演目 「寿三人三番叟」、「傾城阿波の鳴門 順礼歌の
段」
、
「傾城阿波の鳴門 十郎兵衛内の段」、「三
十三所花の山 壷坂観音霊験記 沢市内の段
山の段」
入場料 200円 ※高校生以下無料、未就学児の入場
はご遠慮ください。無料託児のご希望は1週
間前までにお申し込みください。
チケット販売場所 文化会館、情報文化センター、平
惣書店（阿南センター店、羽ノ浦
店）
問い合わせは 文化振興課（☎22－1798）
または文化会館（☎21－0808）へ

23
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マイ一眼レフカメラで
冬の星を撮ろう！ （有料・要申込）

14

●教育長報告
1 中国・四国音楽教育研究大会徳島大会について
2 コンプライアンス意識の確立について
3 県・市教育委員会合同訪問について
4 県議会文教厚生委員会視察について
5 Ｂ＆Ｇ全国教育長会議について
6 今後の主な行事予定について
●阿南市就学援助規則の制定について（学校教育課）
●阿南市教育振興基本計画策定に係る骨子案について
（教育総務課）
●桑野小学校事務職員による不祥事事案について
（学校教育課）
●令和２年阿南市成人式について（生涯学習課）
●第66回徳島駅伝の日程等について（スポーツ振興課）
※定例会の日時は、市ホームページでお知らせしています。
くわしくはお問い合わせください。
問い合わせは 教育総務課（☎22−3299）へ

自 分のデジタル一眼レフカメラを 使って、
冬の星たちを撮影してみよう。
（初心者向け）
日時 １月 日㈰ 午後７時～９時
対象 小学生から大人（小中学生は保護者
同伴 ）で、一眼レフカメラ・レンズ・三脚を
持参可能な方
※レリーズをお持ちの方はご持参ください。
参 加 料 大 人 ３００円、 高 校 生２ ５０円、
小中学生２００円
定員
組 人程度（先着順）
申込方法 ホームページからお申し込みくだ
さい。
※年末年始（ 月 日～１月３日）は受付
を休止します。

27

11月定例会（11月22日開催）で、次の内容に
ついて審議し、承認されました。

コズミック・カレッジ参加者募集

42
－

教育委員会定例会だより

●キッズコース（２月 日㈯）
対象 小学１年～３年とその保護者
定員
組 人（先着順）
●ファンダメンタルコース（３月１日㈰）
対象 小学４年～中学生
定員
人（先着順）
参加方法 ホームページからお申し込みいた
だ くか、 申 込 用 紙（ 市 内の学 校から 配 布 ）
を科学センターに持参してください。
申込期間 １月 日㈫～２月 日㈰
参加料 １人５００円（保護者無料）
内 容 講 座の詳 細は、ホームページまたは
申込用紙をご覧ください。

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
１月の休館日
１日㈷～３日㈮、６日㈪、 日㈫、
日㈪、 日㈪

20
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（☎24−3141）へ

短
阿南市文化祭秋季短歌大会 選

市民文芸
歌

市長賞
中原きみ子

導火線手繰るに似たり炎天に枯れしかぼちゃ
の蔓引く翁
議長賞
亀島賀陽子

寝た切りの母に届きし秋の風貝のモビール鳴
らして渡る
教育長賞
井上 京子

番茶干しし昨日の指先そと嗅ぎて同窓会のホ
テルに入りぬ
大会長賞
喜来富士子

口下手な夫との会話恋しくてまた聴いてゐる
最後の録音
中学生の部入賞者
新野・福井中学校
入選
岩崎 心奈

茶碗の中いつもと違う雰囲気だ輝く新米宝石
みたい
入選
陶久 ゆめ

カーテンの影からそっと聞いている黄色い月
の低い呟き
入選
黒川 彩華

炊飯器あけたとたんにメガネくもるつやつや
ピカピカ今日は新米
入選
川西 美結

今始まる令和最初の青春が全力で駆けろこの
一瞬を

句

まい

和子

中川よし子
車田マサ子
中富はるか
喜来富士子
大西 裕子
中野 郁子
松田 桜子
田
 中 栄子
横井 知昭
竹谷 由美
陶久 晴義
金本ひろみ

加藤

神野千鶴子

近藤

阿南市文化祭俳句大会 選

入選
田部 優月

赤とんぼ雨上がりの空飛んでいた夕やけバック
にかがやいた
入選
泉
春香

あの月は何年何億生きている流れる月日早いも
のだな
入選
和渕 匠真

七輪で焼けるサンマのいいにおい人の食欲をさ
そうおいしさ
入選
和渕有里加

なんもない受験生ってつらいよね残された道は
勉強だけ

俳

市長賞

村にまだ知らぬ径あり蓼の花
議長賞

萩咲くや母に一匙づつの粥
教育長賞

野の虫を翔せて行けり乳母車
俳連賞
夕月夜ズボンの裾の反射材 
雲奔る回転上げしコンバイン 
剥落の仁王の目玉つくつくし 
弾痕の鉄橋を打つ秋出水 
捨て舟をすっぽり覆う真葛かな 
刈田風窓全開に米を研ぐ 
山峡のちちははの墓秋澄めり 
刈り頃の早稲を倒して時化去りぬ
秋暑し古代遺跡に証しの朱 
秋霖やボタンを探すお針箱 
昼の虫母の遺品の通知表 
天高し高しと眉山巡りけり


川

つつが

柳
じょう

ねぎら

詩

かしら

島尾美津子
武田 敏子
仁井 信子
吉田 當代

滝川 太郎
鈴木レイ子
野口 吾朗
野村 敏子
二階千代美
髙木 旬笑

阿南川柳会 田上鶴子 選





ふたつながらあいまった

※烏兎…歳月

公

※徳軍…徳川軍

静雄

※卒齢…九十歳

市田 嘉則
う と
そうそう
烏兎 怱怱 又一年
卒齢 康健 両相全し
虚心 職を守り吾が分に甘んじ
辛酸を厭わず聖賢に倣う

阿南漢詩研究会・青松吟社 選

一日の疲れをいやす子の笑顔 
る り で く
徳島の顔は浄瑠璃木偶頭 
星よりも願いが叶う赤い熨斗 
常識の一つにしたいおもてなし 
ひとまずは心に留めてチャンス待つ
今日の苦を労うように湯が包む 
一般応募
な
恙無くらしく生きよう年女 
クラス会元気のお裾分けもらう 
藍色のジャパンブルーで阿波を編む
使い捨てするにためらう苦労人 

漢

歳晩書懷

烏兎怱怱又一年
卒齡康健兩相全
虛心守職甘吾分
不厭辛酸倣聖賢

しょう

田中
さん か
かく
山家の牆角 暮寒生じ
ほう しん
しんろう
おう
芳信未だ聴かず 新哢の鴬
こう し
月出でて醒めんと欲す 高士の夢
し とういっぱく
枝頭一白 玉晶晶

ぎょくしょうしょう

高橋
眞田氏・上田城趾

くず
奮然虎鬪德軍顚
奮然虎闘 徳軍顚れ
うつ
盛衰榮枯歳月遷
盛衰栄枯 歳月遷る
おも
遠訪古城懷往事
遠く古城を訪ねて 往事を懐う
せ じん
世人今語六文錢
世人今も語る 六文銭
寒梅

山家牆角暮寒生
芳信未聽新哢鶯
月出欲醒高士夢
枝頭一白玉晶晶

※高士…梅の木
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阿 南 市立 図 書館 だ より
１月
阿南図書館
9:00〜18:00
土日は17:00まで

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

休 休 休 休 ☆

★

☆ 休 休

★

☆

蔵書点検による
特別休館日

☆ 休

休

那賀川図書館 休 休 休 休 ☆

◎ ☆ 休 休

◎ ☆ 休

◎ ☆

蔵書点検による
特別休館日

羽ノ浦図書館 休 休 休 休

☆

☆

☆

休

10:00〜18:00

10:00〜18:00

カレンダー中のマーク

休…休館日

阿南図書館

☆…おはなし会

休 休

★…ぴよちゃんくらぶ

☎ 23－2020
ＦＡＸ 23－6814

蔵書点検とは館内にある図書を１冊ずつ機械で読み込み、行方不
明の図書がないかを点検することです。蔵書点検中の館は、本の
貸出・返却・予約等すべての業務が停止します。返却ポストも利
用できません。本を返却される場合は、開館している他の２館に
お返しください。
期間中ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

2019年に人気のあった本をご紹介します！
順位
1
2
3
5
6

羽ノ浦図書館

☎ 44－2100
ＦＡＸ 44－2099

☆おはなし会・こすもすおはなし会主催
（毎週土曜日） 14：00～14:30

図書
移動
巡回日
9日㈭
15日㈬
16日㈭
17日㈮
23日㈭

25
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巡 回 場 所
中 分 館
生 公 民 館
茂 谷 公 民 館
野 公 民 館
能 林 公 民 館
公 民 館
泊 漁 協
口 分 館
潟 分 館
乃 峰 保 育 所

前
前
前
前
前
前
前
前
前
前

◎…ボランティアピアノ演奏

阿 南 図 書 館 １月20日㈪～24日㈮
那賀川図書館 １月27日㈪～31日㈮
羽ノ浦図書館 ２月３日㈪～７日㈮

☎ 42－3111
ＦＡＸ 42－3299

☆おはなし会・おはなしのポケット主催
（毎週日曜日） 11:00～
◎学生ボランティアによるピアノ演奏
（毎週土曜日） 11:00～〔約10分間〕
◆阿波公方の苑（図書館前庭）美化作業
※１月はお休みです。

休

蔵書点検による特別休館日のお知らせ

☆おはなしひろば・ひまわり主催
（毎週日曜日） 10:30～11:30
★ぴよちゃんくらぶ
赤ちゃん（０～３歳）のためのおはなし会
（第１〜第４木曜日） 10:30～11:00

那賀川図書館

休

7
9
10

タ イ ト ル
希望の糸
落日
むらさきのスカートの女
さよならの儀式
大家さんと僕－これから－
ノーサイド・ゲーム
樹木希林120の遺言
罪の轍
シーソーモンスター
「大家さんと僕」と僕

出 版 社
講談社
角川春樹事務所
朝日新聞出版
河出書房新社
新潮社
ダイヤモンド社
宝島社
新潮社
中央公論新社
新潮社

※2019年出版本（2019年１月～11月調べ）

館車「ひまわり号
時 間
14:30～15:00
15:30～16:00
14:50～15:20
14:00～14:30
15:30～16:00
14:00～14:30
15:00～15:30
14:00～14:30
15:00～15:30
15:45～16:15

著 者
東野圭吾
湊かなえ
今村夏子
宮部みゆき
矢部太郎
池井戸潤
樹木希林
奥田英朗
伊坂幸太郎
矢部太郎ほか

」１月の巡回日程

巡回日
24日㈮

30日㈭

巡 回 場 所
老人ホーム福寿荘前
阿
南
荘
前
琴
江
荘
前
桑野コミュニティセンター前
橘 防 災 公 園 入 口
橘
団
地
前
福 井 公 民 館 前

時 間
10:30～11:00
13:30～14:00
14:00～14:30
15:00～15:30
14:00～14:30
15:00～15:30
16:00～16:30

※雨天の場合は日程を変更することがあります。

問い合わせは 那賀川図書館（☎42－3111）へ

健康いきいき情報
保健センターからのお知らせ
献血にご協力ください（１月）
実施日
3日㈮

採血場所

所在地

フジグラン
領家町
阿
南

採血時間
10:00〜12:30
13:30〜16:30

※ 400ml 献血のみの実施です。
問 徳島県赤十字血液センター
（☎088－631－3200）へ

集団の胃・肺がん検診
検診日程

１月29日㈬

受付時間

場

所

検診内容

胃（バリウム検
8:00～
健康づくり
査）
・肺・大腸が
11:00 センター
ん検診
13:00～
加茂谷公民館
14:00
肺・大腸がん
検診
15:00～
長生公民館
16:00
要予約

検診日２週間前までに総合健診セ
ンター（☎088－678－3557）
へご予約ください。
※受付は予約者が優先されます。

阿波踊り体操教室
日時

１月31日㈮

10:00～11:00
（受付9:20〜）
場所 健康づくりセンター２階 健康広場
講師 あなん阿波踊り体操愛好会
対象 運動制限のない方（年齢制限なし）
持参物 飲み物、タオル、滑りにくい靴下
※教室開始前に血圧測定、体組成測定を実
施します。
※体組成ははだしで測定します。

阿波踊り体操指導員養成講座
日時

①１月23日㈭

10:00～12:00
（受付9:30～）
②２月12日㈬ 13:30～15:30
（受付13:00～）
場所 健康づくりセンター２階 健康広場
講師 徳島大学 人と地域共創センター
教授 田中俊夫さん
持参物 飲み物、タオル、筆記用具、滑り
にくい靴下
定員 30人
※原則として、運動制限のない方で２回受
講できる方および講座終了後、地域で阿
波踊り体操を広める活動をしてくださる方
申込締切日 １月14日㈫

高齢者のインフルエンザ
予防接種のお知らせ
接種対象者 接種を受ける日において、阿
南市に住民票を有する次の①または②に該
当する方
①65歳以上の高齢者
②60歳から65歳未満で心臓、腎臓または
呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活
動が極度に制限される程度の障がいを有
する方およびヒト免疫不全ウイルスによ
り免疫の機能に日常生活がほとんど不可
能な程度の障がいを有する方
接種期間 １月15日㈬まで
（休診日を除く）
接種料金 1,600円
（生活保護世帯の方は無料です。）
接種回数 １回
接種場所 阿南市内および市外の委託医療
機関
※市外で接種を希望される方は必要書類が
ありますので、保健センターに連絡をし
てください。
必要なもの 住所および年齢の確認ができ
るもの（例：医療保険証など）
※予約が必要な場合があるので医療機関へ
事前に連絡をしてください。

乳がん・子宮頸がん検診について
乳がん検診
対象

子宮頸がん検診

40歳以上の女性で、昨年度がん検
対象 20歳以上の女性で昨年度がん検診
診受診券を用いて受診していない方
受診券を用いて受診していない方
場所 下記の場所からお選びください。
場所 下記の場所からお選びください。
①市内医療機関（要予約）
①市内医療機関（要予約）
・阿南医療センター（☎28－7777）
・阿南医療センター（☎28－7777）
・岩城クリニック（☎23－5858）
・木下産婦人科内科医院（☎23－3600）
②市外指定医療機関
・森本内科胃腸科（☎23－1002）
多数あります。くわしくは市ホームペー
②市外指定医療機関
ジ「令和元年度がん検診」内の「広域子
多数あります。くわしくは市ホームペー
宮頸がん・乳がん検診実施機関（PDF）」
ジ「令和元年度がん検診」内の「広域子
をご覧ください。または保健センターま
宮頸がん・乳がん検診実施機関（PDF）」
でお問い合わせください。
をご覧ください。または保健センターま
③集団検診
でお問い合わせください。
日程 １月28日㈫、２月14日㈮
受付時間 9:00～10:00、13:00～14:30 〈乳がん検診・子宮頸がん検診共通〉
持参物
場所 健康づくりセンター
・問診票（市外指定医療機関で受診される
内容 骨粗しょう症検診も同時受診できま
場合のみ、必ず健康づくりセンターへ取
す。
りにお越しください。）
要予約 乳がん検診のみ保健センター（☎
・がん検診等受診券（６月末に郵送済み）
22－1590）へご予約ください。
・健康保険等被保険者証
※順次予約が入っていますので、予約状況
は保健センターへお問い合わせください。

対象限定! 子宮頸がん・乳がん検診
の３種類の無料券
①子宮頸がん検診無料クーポン券
（今年度21歳の女性）
有効期限は２月末まで
②乳がん検診無料クーポン券
（今年度41歳の女性）
有効期限は２月末まで
③HPV検査無料受診券
（今年度31歳、36歳、41歳の女性）
有効期限は３月末まで
※対象者の方には昨年の６月末頃に無料クーポ
ン券を郵送しています。受診の際にご持参く
ださい。
※紛失した方は、再発行できますのでお問い合
わせください。

問 保健センター（☎22－1590）へ
広報 あ
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子育 て ひ ろば
１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。

ふれあいひろば
橘こどもセンター
7日㈫
14日㈫
16日㈭
21日㈫
23日㈭
28日㈫



☎28−1725
平日 9:00〜14:00

たこを作って飛ばそう
体を使って遊ぼう！
おはなしたんぽぽさんによる読み聞かせ
節分のマス・鬼の面を作ろう！
子育て講座
お誕生会

ひだまりひろば
新野こどもセンター

☎36−2241
平日 9:00〜14:00

7日㈫ 折り紙でコマ作り
14日㈫ リズムで遊ぼう
21日㈫ 鬼の面作り、豆まき
28日㈫ お誕生会
※行事は10:00～です。
※毎週火、木曜日に園庭開放をしています。
（9:00～9:50、11:00～11:45)

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

8日㈬ お正月遊びをしよう
14日㈫ おはなしのポケット・身体計測
21日㈫ 鬼の面を作ろう
28日㈫ お誕生会
29日㈬ 双ごっこ
※行事は10:30～です。
※毎週火曜日に園庭開放をしていますが、
第１週は７日㈫から８日㈬に変更します。

なかよしひろば

☎21−2002

平島こどもセンター

平日 9:00〜14:00

7日㈫ 助産師による子育て講座
（10:30～）
14日㈫ おはなしのポケット（10:30～）
21日㈫ ３Ｂ体操（10:30～）
28日㈫ お誕生会・節分の集い（10:00～）
※毎日、砂場を開放しています。

みんなのひろば

☎44−5059

岩脇こどもセンター
平日 9:00〜14:00（お弁当タイム11:45〜）
10日㈮
17日㈮
21日㈫

お正月の遊びをしよう
じんちゃんのおはなし会
管理栄養士による食育研修会
「しっかり食べて元気な体づくり」
講師：とくしま食育推進研究会
佐藤香代子さん（10:00～）
31日㈮ お誕生会・豆まきをしよう
※28日㈫は岩脇こどもセンター園内行事
のためお休みです。
※毎週木曜日に園庭開放をしています。
（10:45～11:30）

家庭児童相談、児童虐待相談
主に18歳未満の児童を対象に心身の発達
に関すること、家庭での教育問題、学校生
活での心配事、児童虐待に関することなど
の相談専用電話を開設しています。
直通電話 ☎22－0765
受付日時 月～金曜日（祝日を除く）
9:00～16:00
問 こども相談室（☎22－1677）へ
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つどいの広場・すくすくin阿南
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。
日程 9:30〜11:30
8日㈬ 桑野公民館
15日㈬ 加茂谷公民館
22日㈬ 福井公民館
※ひまわり会館すこやかルームは
７日㈫、10日㈮、14日㈫、17日㈮、
21日㈫、31日㈮
問 こども課（☎22－1593）へ

児童手当制度について
児童手当は中学校卒業（15歳到達後最初
の３月31日）までの児童を養育している
方に手当を支給する制度です。なお、公務
員（独立行政法人は除く）は勤務先に申請
してください。
支給額（児童１人当たり月額）
▶３歳未満は15,000円
▶３歳以上小学校修了前
（第１・２子）は10,000円
（第３子以降）は15,000円
▶中学生は10,000円
※所得制限限度額以上の方は一律5,000円
（特例給付）所得制限限度額については、
市ホームページをご覧いただくか、お問
い合わせください。
支給時期 原則、申請した月の翌月分から、
毎年６月15日、10月15日、２
月15日にそれぞれの前月分ま
での手当を支給します。
申請手続 出生の翌日から15日以内に申
請が必要です。申請が遅れると、原則、
遅れた月分の手当を受けられなくなりま
すので、ご注意ください。住所や氏名等
が変わったときも届出が必要です。
※支所、住民センターでも手続きできます。
問 こども相談室（☎22－1677）へ

親子の絆づくりプログラム
“赤ちゃんがきた！”
（BPプログラム）
初めて赤ちゃんを育てているお母さん集ま
れ～♪
対象 講座初回時に生後２～５カ月のお子
さん（第１子）とお母さん
①令和元年７月15日～11月16日生まれ
日時 １月16日㈭、23日㈭、30日㈭、
２月６日㈭
各回13:00～15:00（４回連続講座）
②令和元年８月26日～12月27日生まれ
日時 ２月27日㈭、3月5日㈭、12日㈭、
19日㈭
各回13:30～15:30（４回連続講座）
〈共通事項〉
場所 ひまわり会館 すこやかルーム
定員 ①②とも15組（先着順）
※５組未満の場合は中止となります。
参加費 無料 ※要申込
問 こども課
（☎22－1593・FAX23－4200）へ

おひさまひろば
平日9:00～16:00（♥＝要予約）
１月６日㈪から開所します。
10日㈮ 高齢者とのふれあい会♥
14日㈫ 発育計測
20日㈪ 発育計測
22日㈬ お誕生会
23日㈭ 獅子舞とお正月遊び♥
24日㈮ おはなしコロリン
28日㈫ ミュージックケアー
30日㈭ 鬼のお面作り
31日㈮ 親子食育教室♥
「伝統食を学ぼう」
※行事によっては有料・申込制となります
ので、くわしくはお問い合わせください。
問 那賀川子育て家庭支援センター
（☎0885－38－1163）へ

出張子育てセミナー
日時
場所

２月13日㈭ 10:30～11:40
那賀川子育て家庭支援センター
（おひさまひろば）
講師 阿南医療センター嘱託医（小児科）
上田 隆さん
演題 「ママの口ぐせで子どもは育つ」
参加費 無料
※小さなお子さま連れも歓迎！くわしくは
お問い合わせください。
問 那賀川子育て家庭支援センター
（☎0885－38－1163）へ

阿南ファミリー・
サポート・
センター
●ウエルカム阿南交流会
県外からの転入者のための交流会です。保
健師さんによる計測や相談にも応じます。
手遊びや大型絵本の読み聞かせ、ベビマワ
ンポイントレッスンなど、親子のお友達作
りに来ませんか。
日時 １月23日㈭ 10:00～11:30
場所 ひまわり会館１階 すこやかルーム
※申込不要
●ヘアクリップ作り研修会
かわいいボタンやパーツなどを使って簡単
かわいいオリジナルヘアクリップを作りま
せんか。髪留めだけでなく、いろいろな用
途にお使いいただけます☆
日時 １月27日㈪ 10:00～12:00
場所 阿南ファミリー・サポート・
センター事務所内
参加費 無料
※申込不要
問 阿南ファミリー・サポート・センター
（☎24－5550）へ

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

阿南市おはなしボランティア
ネットワーク定例勉強会
日時 １月18日㈯ 10:10～12:00
場所 那賀川図書館 視聴覚室
内容 山崎純世さん講演会
「絵本『遊山箱もって』の誕生話」
※どなたでも参加できます。
※参加無料、申込不要
問 阿南市おはなしボランティアネットワーク
佐々木（☎090－8975－4986）へ

第10回羽ノ浦
新春凧揚げ大会
お正月は“友だちや家族” と広い野原で凧揚
げを楽しもう！おやじ塾農園の“ おいしい
焼き芋”（300個）をプレゼントします。
日時 １月３日㈮ 10:00～14:00
※雨天の場合は中止
場所 那賀川河川敷第３緑地公園
（羽ノ浦町明見）
※子ども用の貸出し凧あります。（無料）
問 羽ノ浦町おやじのなんでも塾 福井
（☎090－5717－7334）へ

「文化あなん」原稿募集
令和２年５月発行予定の「文化あなん23
号」原稿を募集します。
対象 中学生以上の市民の方
作品の種別と作品文字数
民話、童話、随筆、
紀行文、短編小説等

１編 ３ページ（4,500字）以内
※写真を含む場合は印刷して３ペ
ージを超えない。
超える場合は次号へ分割します。

現代詩

１編

短歌、俳句、川柳

５句（５句か２句を推奨）

漢詩

絶句 ２首以内

50行（1,500字）以内
律詩 750字以内

締切日 ３月５日㈭
※くわしくは、お問い合わせください。
問 阿南市文化協会事務局
（☎070－3794－2453）へ

市民の情報ひろば

第52回阿南市
社会福祉大会
～第11回阿南市
ボランティアフェスティバル～
長年にわたり阿南市の福祉の向上にご尽力
された方を称えるとともに、「明るく住み
よいまち“阿南”」の実現をめざすために阿
南市社会福祉大会を開催します。
式典後、本市出身で詩人・画家の河村武明
さんによる講演会「不思議なありがとうの
チカラ」を開催します。（入場無料、申込
不要）ボランティアグループの発表、交流
を目的としてボランティアフェスティバル
を同時開催します。
日時 １月18日㈯ 10:00～
場所 夢ホール（文化会館）、富岡公民館
問 阿南市社会福祉協議会
（☎23－7288）へ

第５回地域リハビリテーション
講座（南部地区）受講生募集
日時
場所
対象

１月26日㈰ 9:00～15:00
岩城クリニック デイケアルーム
在宅ケアに関わる方々（介護実務者
および介護従事者）やリハビリテー
ションに興味のある方など
定員 15人（定員になり次第締切）
内容 ①地域包括ケアとリハビリテーショ
ン②いきいき百歳体操の実際③地域で行う
体力評価④理学療法士の視点から見た認知
症予防とリハビリテーション⑤理学療法士
が行う車いすへの移し方・車いす操作の仕
方（１講座55分╳5）
申込方法 １月17日㈮までに①氏名②職
種③所属機関④連絡先（メールアドレス・
電話番号）をお知らせください。
受講料 無料
主催 （公社）徳島県理学療法士会
問 医療法人翠松会 岩城クリニック
リハビリテーション部 近藤 学
（☎23－5600）へ
e-mail：manabu.kondou@gmail.com

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」
（日本政策金
融公庫）がサポート！

保育士による
ベビーマッサージ教室

「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、
専修学校、各種学校や外国の高校、大学等
に入学・在学するお子さまをお持ちのご家
庭を対象とした公的な融資制度です。
融資額 お子さま１人につき350万円以内
金利 年1.66％
※母子家庭の方などは年1.26％
（令和元年11月１日現在）
返済期間 15年以内（母子家庭の方など
は18年以内）
ホームページ 「国の教育ローン」で検索
問 教育ローンコールセンター
（☎0570－008656ナビダイヤル）
または（☎03－5321－8656）へ

免疫力を高めて丈夫な体作り♪寒い日の赤ち
ゃんとのお出かけに、ママの気分転換にも♪
日時 １月８日㈬ 10:30～11:30
場所 ラヴォワール（向原町天羽畭115番
地１）
内容 免疫力UP あったかべビマ
対象 生後２カ月～１歳頃までの赤ちゃん
とママ
参加費 １回1,500円 ※要予約
※おくるみタッチケア、ベビースキンケア
教室も開催中♪日時など、くわしくはお
問い合わせください
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
PLUS BABY 玉置
（☎090－2895－0224）へ

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練
受講生募集
募集訓練科 溶接加工科（６カ月）
訓練期間 ３月２日㈪～８月28日㈮
対象 公共職業安定所に求職の申し込みを
している方など（選考あり）
受講料 無料（テキスト代等は必要）
募集期間 令和２年１月６日㈪～
２月３日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ
※平日9:00～17:00

阿南合唱団 団員大募集!!
混声四部合唱の世界に参加しませんか。
歌の好きな方、初心者の方大歓迎です。
先生からやさしくて楽しいご指導をいただ
けます。四部合唱曲を基本として、唱歌、
童謡、POP系も歌っています。
練習を見に来てください!!
練習場所 ひまわり会館２階 21世紀室
練習時間 毎週木曜日19:30～21:30
月会費 月額2,000円
※コンクール等行事参加費が別途必要です。
問 井上（☎090－3189－6434）へ

１月６日からハローワークの
サービスが充実します！
厚生労働省は、仕事をお探しの皆さま、人
材採用をご検討されている企業・団体など
の皆さまが、ハローワークのサービスを快
適にご利用いただけるよう、ハローワーク
のサービスの充実を図ります。
●ハローワークインターネットサービスをリ
ニューアルします
ハローワークの求人情報を検索、閲覧でき
る「ハローワークインターネットサービス」
のウェブサイトが「スマートフォン」や「タ
ブレット」にも対応！それぞれの端末の画
面に最適化されるため、いつでも、どこで
も、快適に閲覧できます。
●ハローワークインターネットサービス上に
「マイページ」を開設できるようになります
「求職者マイページ」では、お気に入りの
求人や求人検索条件の保存が可能に！
「求人者マイページ」では、オンライン求
人申込やハローワークへの採否連絡などの
サービスがご利用になれます。
●「充実した求人情報」と
「マッチング支援」
求人票が一新！掲載情報量を増やすことで、
仕事をお探しの方が希望する企業・団体な
どの情報を、もっと深く知ることができる
ようになります。そして、豊富な情報を元
に、充実した職業相談・紹介を行い、適格
なマッチングを支援します。
※くわしくは、厚生労働省ホームページを
ご覧ください。
問 ハローワーク阿南（☎22－2016）へ
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市民の情報ひろばへの掲載について

掲載を希望される方は、原稿と画像データを秘書広報課に電子メールでお送りください。３月号の締め切りは１月31日㈮です。
メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

阿南税務署から
確定申告に関するお知らせ
阿南税務署における所得税および復興特別
所得税、個人事業者の消費税(地方消費税
を含む)、贈与税の確定申告会場は下記の
とおり変更となります。
申告場所 阿南税務署３階 大会議室
（富岡町滝の下４番地４）
※昨年と会場が違いますので、ご注意くだ
さい。
申告期間 ２月17日㈪～３月16日㈪
※土、日、祝日等を除く。
受付時間 8:30～16:00
（混雑状況により受付を早めに終了させて
いただく場合があります。）
なお、駐車場が大変混雑しますので、公共
交通機関をご利用ください。
確定申告会場は、例年以上の混雑が予想さ
れます。自宅等からスマートフォンやパソ
コンを使い国税庁ホームページ「確定申告
書作成コーナー」で申告書を作成し、提出
（送信）することもできますので、ぜひご
利用ください。画面上の案内に従って入力
すると、所得金額や税額等が自動計算され、
24時間いつでも計算誤りのない所得税の
申告書等を作成することができます。
昨年設けられた「スマホ専用画面」につい
ては、令和2年1月から利用可能な方の範
囲が拡大される予定です。
なお、作成した申告書データは、そのまま
当コーナーからe-Tax または印刷して郵送
等で提出することができます。
e-Tax をご利用になる場合には、事前準備
が必要です。くわしくは、国税庁ホームペ
ージをご確認ください。
令和元年10月１日から消費税の軽減税率
制度が実施されました。これに伴い、仕入
れや経費に軽減税率（８％）対象品目があ
る場合、消費税確定申告書を作成するため
には、仕入れや経費を税率ごとに区分して
帳簿に記載する「区分経理」を行う必要が
あります。
また、消費税の申告で仕入税額控除の適用
を受けるためには、原則として「区分経理」
をした帳簿の保存が必要です。
問 阿南税務署（☎22－0414）へ
※自動音声によりご案内しています。

カイロプラクターによる
からだのゆがみとり運動教室
骨盤のゆがみを整えることで症状の改善を
めざします。一緒に楽しく運動しましょう。
日時 １月17日㈮ 10:00～12:00
場所 夢ホール（文化会館） 工芸室
用具貸出費 500円
参 加 費 500円
持参物 動きやすい服装、タオル、飲み物
※運動用具準備のため事前予約をお願いし
ます。
問 日本カイロプラクティック連合会会員
橋本（☎090－5278－9359）へ
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徳島県親力アップ支援講座
怒鳴らない子育て練習法
わかりやすいコミュニケーション方法や、
効果的な褒め方、落ち着くための方法など
を学び練習します。毎日のイライラをどう
にかしたい方、気持ちが楽になる講座です。
日時 第１回 １月15日㈬  
       第２回 １月31日㈮
10:00～12:00
※上記以外の日時で希望があれば、４人以
上集まれば開催できます
場所 ひまわり会館
対象 子育てに関わっている方
参加費 無料 申込締切日 １月14日㈫
※託児希望の方はご相談ください。
問 中西（☎090－6906－6252）へ

京都府舞鶴市から海上保安学校練習船が小
松島に初入港します。普段は見ることので
きない船内を見学しませんか。
日時 １月19日㈰ 13:30～16:00
場所 小松島市小松島町新港岸壁
内容 練習船見学、グッズ配布など
公開船舶 練習船みうら
（115m、3,000t）
※船内は急な階段や突起物がありますので、
小さなお子さまは保護者同伴にてお願い
します。
※予約不要
問 徳島海上保安部 管理課
（☎0885－33－2246）へ

あなんで映画をみよう会
冬例会

「新聞記者」

官邸とメディアの裏側を描く、前代未聞の
サスペンス・エンタテインメント。
日時 １月13日㈷
①10:30～12:23 ②14:00～15:53
場所 夢ホール（文化会館）
監督 藤井道人
出演 シム・ウンギョン、松坂桃李ほか
入場料

一般・大学生
小・中・高生、
障がいのある方
チケット販売場所

カスタム君

今年上半期に押収された不正薬物は、昨年
１年間の押収量を超えており、わが国への
不正薬物の流入は極めて深刻な状況となっ
ています。税関では不正薬物やオリンピッ
ク開催等を控え、国際テロに対する取り締
まりを強化しています。不審な荷物や不審
な人物、おかしいなと思ったら、税関密輸
ダイヤル（24時間受付）までお願いします。
フリーダイヤル
（許しません） （シロイ
（粉）
） （クロイ
（武器）
）
☎0 120－ 4 6 1 －９ ６ １
徳島県の貿易や密輸の現状等の説明や出前
講座のご要望も、お気軽にお問い合わせく
ださい。
問 小松島税関支署（☎0885－32－0326）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

海上保安庁
練習船「みうら」
一般公開

セニア（60歳以上）

小松島税関支署
からのお願い 税関イメージキャラクター

前売り

1,000円
－

当日

1,100円
1,300円
  500円

平惣書店、アピカ、フ
ジグラン、文化会館、
情報文化センター
問 あなんで映画をみよう会  
（☎090－2788－5465）へ

日時
場所
内容

１月11日㈯ 9:00～12:00
ひまわり会館
遺言の書き方、エンディングノート
とはなにか、相続の手続き、成年後
見制度などに関する相談
問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
（☎088－679－4440）へ
※土、日曜日は（☎26－1157）へ

旬の野菜を楽しくおいしく
一緒に調理をしませんか！
野菜ソムリエプロの近藤が、旬の野菜を使
って簡単に何度でも試したくなるレシピを
紹介いたします！
日時 毎月第１金曜日
時間 9:30～12:30
場所 富岡公民館１階 調理室
定員 15人程度
参加費・材料費 お問い合わせください。
※公民館の行事等で日程が変更になること
もあります。
申込締切日 開催日３日前まで
問 野菜ソムリエ 原田
（☎090－3989－2317）へ

お酒で悩んでいませんか
巻き込まれていませんか

お酒に関する相談・例会
お酒は一人ではやめられません。やめるに
はお酒に関する理解と仲間が必要です。一
度、相談・例会の見学に来てみませんか。
日程 いずれも18:30～20:30
１月 ８ 日 ㈬ 羽ノ浦地域交流センター
１月10日㈮ ひまわり会館３階
１月24日㈮ ひまわり会館３階
例会の内容 今月のテーマ「初心に返る」
※県内他会場でも実施しています。下記へ
お問合わせください。
問 NPO法人 徳島県断酒会事務局
（☎088－641－0737）へ

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

将棋教室会員募集
阿南こども将棋教室
日程 毎週土曜日 10:00～12:00
場所 ひまわり会館３階 和室
対象 4歳から高校生まで（子どもと一緒
に習ってみたい大人の方もお気軽に
お問い合わせください。）
日本将棋連盟那賀川支部会員
日程 毎週土曜日 9:30～17:00
場所 ひまわり会館３階 和室
対象 青少年から高齢者の方まで性別、年
齢を問いません。
※日程、申込方法等、くわしくはお問い合
わせください。
問 日本将棋連盟普及指導員
（☎090－6888－5686）へ

阿南少年少女合唱団 団員募集!!
３歳から小・中・高校生まで。３つのコー
スに分かれてお子さまのレベルに応じた音
感教育が受けられます♪阿南少年少女合唱
団は「歌声の響く明るい町づくり」をめざ
しています。
日程 毎週土曜日 13:30～16:00
45分〜90分程度のレッスン
場所 ひまわり会館２階 21世紀室
※くわしくは、メールまたはお電話でお問
い合わせください。見学はいつでも歓迎
します
問 阿南少年少女合唱団 初崎
（☎090－7623－0222）へ
e-mail:mamion711@docomo.ne.jp

次のとおり、徳島かんきつアカデミー受講
生を募集します。独立就農をめざす中核的
人材育成コースと特定の技術の習得をめざ
す特定技術力向上コースの２コースがあり
ます。
研修期間
中核的人材育成コース 原則１年間
特定技術力向上コース
選択科目ごとに数日程度
受講料
中核的人材育成コース 7,440円
特定技術力向上コース
①繁殖と整枝せん定 1,240円
②栽培管理 2,480円
③植物保護と土壌管理 2,480円
※テキスト代、傷害保険料、免許取得に必
要な費用は、実費負担になります。
募集人数 両コース合わせて15人程度
応募資格 徳島県内で就農を予定し、令和
２年４月１日現在で満18歳以
上の者。かつ、農業参入を考え
ている企業等の従業員が対象と
なります。その他の要件に関し
ましてはお問い合わせください。
申込締切日 ２月28日㈮
問 徳島県立農林水産総合技術支援センタ
ー農業大学校徳島かんきつアカデミー
担当（☎088−674−1026）へ

▼▼

出店者全員が仮装しているマルシェで、楽
しくお買い物しましょう。同時開催してい
る平等寺初会式では、新住職の晋山記念と
して紅白のもち投げ３度（アタリもち有り）
に稚児行列、ヴァイオリンコンサートなど
催しを多数開催します。くわしくは、ホー
ムページをご覧ください。
日時 １月19日㈰ 9:00～15:30
もち投げ：11:30、13:00、14:30
場所 四国霊場第二十二番札所平等寺
駐車場 新野ライスセンターなど
※入場無料、服装自由、宗旨宗派は問いま
せん。
問 平等寺本尊初会式
実行委員会
（☎36－3522）へ
e-mail: shikoku22@byodoji.jp
https://byodoji.jp/hatsue2020

徳島かんきつアカデミー
受講生募集のご案内

▼▼

平等寺初会式
はくすい
仮装マルシェ

市民の情報ひろば

あなんテレワーク推進センター
イベント情報！
女性の活躍推進に向けて「あなんテレワー
ク推進センター」では毎月楽しいイベント
を開催しています。ぜひご参加ください！
●Canva を使って待受画像をつくろう
新しい年の始まりにパソコンやスマホの待
受画像もオシャレに一新してみませんか。
１日のうちに何度も目にする待受画面。お
気に入りの写真や画像を使って気分が上が
る1枚を作りましょう！
※「Canva」（キャンバ）とは簡易画像作
成ツールです。さまざまな種類のテンプ
レートや画像加工機能を使えば、誰でも
簡単にデザインができます。
日時 １月22日㈬ 10:30〜12:00
場所 牛岐城趾公園管理事務所２階（富岡
町トノ町24番地21）
※お車でお越しの際は市役所の駐車場をご
利用いただきますようお願いします。
対象 市内在住の女性
持参物 パソコン、スマホ、タブレットの
いずれか
定員 ８人 参加費 無料
申込方法 電話、ファクス、メールで、氏
名、年齢、電話番号、希望日、
お子さま連れの場合はお子さま
の年齢をご記入の上、お申し込
みください。
問 あなんテレワーク推進センター
（テレワークひろば）
（☎・FAX24－8009）へ
e-mail:anan@child-rin-tokushima.com
※月、水、金曜日（祝日除く）
10:00～15:00

津峯神社へ初詣に行こう
開催日 １月11日㈯ ※少雨決行
日程 9:30夢ホール集合～長生町側から
津峯山に登り津峯神社参拝（昼食）
～見能林町側に下る～15:00頃見能
林駅解散（約９㎞）
参加費 300円
※小学生以下の方は無料
持参物 弁当、飲み物、雨具、健康保険証、
必要な方は杖など
注意点 寒い時期ですので体調を整えて、
脱ぎ着の可能な服装、履き慣れた
靴でご参加ください。傷害保険に
は加入していますが、保険適用外
の事故等の責任は負いません。
問 阿南歩こう会事務局 新川
（☎22－3188）へ

阿南市B&G海洋センター
からのお知らせ
2月のイベントについてお知らせします。
●海辺のまなびや
（海藻&海草 違い発見観察会）
日時 ２月８日㈯ 13:00～15:30
対象 小中学生とその保護者
参加費 300円
定員 10組
講師 牟岐少年自然の家 海洋環境学習ア
ドバイザー 中島茂範さん
●うみてらす北の脇でミュージック体操！
日時 ２月13日㈭ 10:00～11:00
参加費 500円
定員 15人
講師 岡田企画株式会社
●アウトドアチャレンジ No.1
（ナイフの達人）
日時 ２月16日㈰ 13:30～15:00
対象 小学４年生以上
参加費 500円
定員 15人（小学生については保護者の
同伴をお願いします。）
講師 ボーイスカウト県南地区
●親子ドローン体験教室
日時 ２月22日㈯ 13:00～15:00
対象 小中学生とその保護者
参加費 無料
定員 10組
講師 Boon Drone 坂本義則さん、日亜
化学工業ドローン部 松原裕生さん
●うみてらす防災教室～防災について・起
震車体験＆避難路ウオーキング～
日時 ２月23日㈷ 10:00～12:00
参加費 無料
定員 30人
講師 徳島県南部総合県民局政策防災部
〈共通事項〉
場所 うみてらす北の脇２階 研修室
申込方法 電話でお申し込みください。
（先着順）
海での活動および海洋レクリエーション器
材について
うみてらす北の脇に配備された、海洋レク
リエーション器材（カヤックやSUP等）は、
貸出（レンタル）のみを行うことはしませ
ん。夏季に海洋レクリエーション体験会な
どを阿南市B&G海洋センターが行い、参
加いただく中で貸し出します。
問 スポーツ振興課（☎22－3394）へ
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１月の相談
日 開催日

時 時間

所 場所

予 予約受付

問 問い合わせ先

弁護士による法律相談（要予約）

９日㈭

時 13:30～16:30 所 市役所１階 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。

行政相談委員による行政相談 14日㈫、28日㈫
時 9:30～11:30 所 市役所１階
問 市民生活課 ☎22−1116

相談室

司法書士による法律相談（要予約） 24日㈮

１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、次の医療機関で受診できます。

●休日昼間
日
1日
2日
3日
5日
12日
13日
19日
26日

9：00〜17：00

医療機関名
阿南市夜間休日診療所
井 坂 ク リ ニ ッ ク
阿南市夜間休日診療所
阿南市夜間休日診療所
阿南市夜間休日診療所
益崎胃腸科内科医院
阿南市夜間休日診療所
林
整
形
外
科

所在地
宝 田 町
津乃峰町
宝 田 町
宝 田 町
宝 田 町
那賀川町
宝 田 町
見能林町

問い合わせは
☎28−6200
☎27−0047
☎28−6200
☎28−6200
☎28−6200
☎42−0022
☎28−6200
☎23−6060

※ 必ず事前に当番医療機関に電話で確認してから受診してくだ

時 9:30～16:30 所 社会福祉会館３階（阿南駅南隣）
問 消費生活センター ☎24−3251

さい。当日変更する場合があります。
18：00〜22：00（日曜・祝日は17：00〜）
当番医療機関の問い合わせは 阿南市消防本部 ☎22−1120
音声案内 ☎22−9999まで
または阿南市医師会ホームページをご覧ください。
※阿南市夜間休日診療所は健康づくりセンター内にあります。
●小児救急医療体制 受入日や時間帯は徳島県ホームページ
「医療とくしま」
にてご確認ください。

人権相談

防災行政無線からの放送内容を電話で確認することができます。

時 14:00～16:00 所 ひまわり会館１階
問 徳島県司法書士会 ☎088−657−7191（相談予

約電話）※１人30分まで。

消費生活相談（来所時は要電話） 平日開館

17日㈮

時 13:30～16:00 所 ひまわり会館
問 人権・男女参画課 ☎22−3094

７・14・21・28・31日 時 13:00～17:00
10・24日 時 13:00～16:00
ひまわり会館１階 予 随時
男女共同参画室相談予約電話 ☎22－0361

年金相談（要予約）


９日㈭

時 9:30～15:30 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

日 月曜日～金曜日（祝日除く） 時 9：00～12：00
問 家庭教育支援チーム「育みクラブ」 ☎42−3885

６日㈪、20日㈪、27日㈪

時 10:00～15:00 所 ひまわり会館１階
問 社会福祉協議会 ☎23−7288

14日㈫

時 10:00～16:00 所 市役所２階 市民交流ロビー
問 徳島県宅地建物取引業協会阿南・海部支部 ☎23−7408

または住宅・建築課 ☎22－3431

中小企業の経営相談会（要予約）

16日㈭

時 13:30～16:30 所 市役所２階 207会議室
予 前日までに徳島県よろず支援拠点へ
問 徳島県よろず支援拠点 ☎088−676−4625

または商工観光労政課
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☎22−3290

■国民健康保険税（第８期）
納期限は、１月31日㈮です。納め忘れのないようにしましょう。
１月の延長・日曜窓口
市税の納付および分納等の納税相談を受け付けています。

※課税内容のご相談については、平日開庁時間内に対応しています。

延長窓口  15日㈬ 17:15〜19:15 正面玄関よりお越しください。
日曜窓口  26日㈰   8:30〜17:00 東玄関よりお越しください。
問い合わせは

税務課納税係（☎22−1792）へ

15日㈬ 17:15〜18:15

子育て家庭教育電話相談（来所相談も可）

空き家・空土地有効活用相談会

☎28−9000

１月の平日延長窓口

※２月の相談日はありません。

心配ごと相談

防災行政無線の自動電話応答サービス
１月の市税

女性のための生き方なんでも相談 （要予約）
日
日
所
問

●夜間（毎日）の当番

●住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄・抄本、身分証明書、
所得証明書、所得課税証明書、市・県民税公課証明書、
軽自動車税納税証明書の交付（※時間延長時は、住民異動・印鑑
登録・申告等は行っていません。） 市民生活課（☎22−1116）へ

スポーツ施設１月の休館日
スポーツ総合センター（温水プールは12日も） 1・2・3・6・14・20・27日
那賀川スポーツセンター
1・2・3・8・15・22・29日
羽ノ浦総合国民体育館
1・2・3・6・14・20・27日
羽ノ浦健康スポーツランド
1・2・3・6・14・20・27日
県南部健康運動公園
1・2・3・7・14・21・28日

人口と世帯数
人 口
（男）
（女）
世帯数

72,720人（− 72）
35,248人（− 41）
37,472人（− 31）
31,025世帯（− 7）

※令和元年11月末日現在カッコ内は前月対比

選挙人名簿登録者数
登録者数
（男）
（女）

61,631人
29,619人
32,012人

※令和元年12月２日現在

編集後記 明けましておめでとうございます。本市は、有数の産業都市であり
ながら、多様な生物と共存する自然豊かなまち。そんなすてきな“阿南ライフ”
を世界に発信していきたいです。
（谷内）１月４日のお昼ごろに、徳島駅伝選
手が阿南市を通過します。３日間かけて県内を駆け抜けます。阿南市チームの
雄姿をご覧になり、ぜひ温かく盛大な声援をお願いいたします！（福岡）
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男性も主体的に家事参加

「家事は女性の仕事」といった意識を
変え、男性も主体的に家事参加すること
をめざし、まず料理から始めようと男性
料 理 教 室 が 実 施 さ れ て い ま す。 現 在 は、
ひまわり会館にて、毎年５～７月（前期）
に６回、 ～ 月（後期）に６回、年間
で 回開催。中高年を中心に人気で毎回
～ 人が参加しています。
月 日に行われた料理教室の献立は、
た。時には、ギョウザの火加減や湯を加
ギョウザ、春雨サラダ、ザーサイのスー
えるタイミング、茶巾しぼりの水気に苦
プ、カボチャの茶巾しぼりでした。早め
戦 す る 場 面 も。 初 め て 挑 戦 す る 献 立 に、
に来た参加者たちは、固いカボチャをカ
先生を呼ぶ声がよく聞かれましたが、そ
ットする女性スタッフを気遣って代行し
の様子は熱心そのものでした。
たり、米を研いだり、いす・机や調理器
息子夫婦が共働きで孫のために週２回
具・食器などを出したりと率先してスタ
の夕飯を担当しているという、篠原秀幸
ッフを手伝っていました。
さ ん（ 歳・ 羽 ノ 浦 町 ） は、「 ギ ョ ウ ザ
最初に、講師で管理栄養士の橋本雅代
さんが調理の説明・コツを参加者に伝授。 のはねが、先生がしたようにはうまくで
きなかったが、味はおいしい。教室で学
その後の調理も和気あいあいとした雰囲
んだ料理を孫に作ってくれとねだられる。
気がとても楽しそうで、スタッフの冗談
これからも積極的に家事を頑張りたい」
に笑いが起こり、質問もその都度行われ
と話していました。
ていました。参加者は教えてもらった内
男性料理教室を企画する男女共同参画
容をメモし、配られた献立表を見て周囲
室 長 長 谷 由 里 さ ん は、「 本 市 で 男 性 料
と話し合いながら、調理を進めていまし
理教室を開始して 年以上経過しました。
本教室をきっかけに、家事は男女が共同
して行うことだという認識が社会全体に
浸透することをめざしたい」と意気込ん
でいました。
今年度の男性料理教室は終了しました
が、
「男性のためのおかし＆おすし教室」
の 参 加 者 を １ 月 ６ 日 ㈪ か ら 募 集 し ま す。
くわしくは、 ページをご覧ください。

☎0884-22-1110

「男 性 料 理 教 室」

■発行／令和２年（2020年）1月1日【738号】
■編集／阿南市企画部秘書広報課 〒774-8501 阿南市富岡町トノ町12番地3
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仲間と一緒に楽しく調理

e-mail : hisho@anan.i-tokushima.jp

調理前にしっかりと説明を受ける

FAX0884-22-4090
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おいしそうなギョウザとスープ

20

第158回

ぶらりまち紀行
阿南

ふるさと
「阿南市」のすばらしい魅力を再発見！
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完成まであと少し！
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