新型コロナウイルス感染症
の影響を考慮し、４月募集分
に加え、２次募集を行います。
受付期間 ７月１日㈬～ 日㈮
申請方法 申請書を教育総務
課へ提出してください。申請
書は、教育総務課に備え付け
てあるほか、市ホームページ
からダウンロードすることも
できます。
貸付要件 次の要件を全て満
たす方
▼阿南市に１年以上住所を有
し、または有していた方で、
保護者が阿南市に住所を有
する方
▼修学意欲があり、学校長が
推薦する方
▼経済的理由により就学が困
難と認められる方
貸付金額（月額） ▼高等学校
（通 信 課 程 を 除 く 高
･ 等専門
学校１・２・３年生含む）１
万円以内▼高等専門学校
（４・５年生）および高等学校
専攻科（１・２年生）３万円
以内▼大学および専修学校
（高 等 課 程 お よ び 一 般 課 程 を
除く）６万円以内
募集人員 ▼高等学校（高等
専門学校１・２・３年生含む）
31
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阿南市男女共同参画審議会の
「公募委員」を募集します

４人程度▼大学（高等専門学
校４・５年生・高等学校専攻
科１・２年生含む）および専
修学校６人程度
そ の 他 新型コロナウイルス
感染症の影響で、収入が著しく
減少した方等のために、貸付基
準 の 緩 和 を 行 い ま す。今 年 度
の新入学生以外であっても応
募することができます。また、
若 者 の 定 住 促 進 を 目 的 に、卒
業後市内に居住されている方
に対し、償還額の一部を免除す
る制度を設けています。
問い合わせ 教育総務課
☎
３２９９

13

阿南市成人式のご案内

令和３年「阿南市成人式」
を次のとおり開催します。
日時 令和３年 月 日㈰
午後１時開式（受付：正午～）
会場等の詳細については、
決定し次第、広報あなんおよ
び市ホームページに情報を掲
載します。
実行委員の募集 成人式の企
画・運営に参加していただけ
る新成人（平成 年４月２日
から平成 年４月１日までに
生まれた方）を募集します。
問い合わせ 生涯学習課
☎
３３９１

22

｜

22

｜

人権啓発に関する講座等のご案内
※講座等では、マスクの着用をお願いします。
阿南市人権教育・啓発研究講座（夏期）受講生募集

阿南市では、阿南市男女共同参画推進条例に基づき、
「阿南市男女共同参画審議会」を設置し、男女共同参画の推
進に関して意見を聞くこととしています。
現在の審議委員の任期が今年９月末で終了することに伴
い、新たに公募委員を募集します。
応募資格

次の要件全てに該当する方

▶市内在住の18歳以上の方
（令和２年４月１日現在）
▶阿南市の男女共同参画推進について関心のある方

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。
応募資格

限り連続で参加できる方

時 ７月20日㈪、８月11日㈫の14：00～16：00

内

容 １日目「子どもの権利を守るために―私の経験から―」

場

所

市役所６階

徳島県人権問題講師団講師（あいぽーと徳島）徳山富子さん

も加害者にもならないために～

▶国・地方公共団体の議員および常勤公務員でない方

徳島県人権問題講師団講師
（あいぽーと徳島）

募集人員 ３人以内

（公財）
e‐とくしま推進財団理事

10月１日から２年間

応募方法 所定の応募用紙
（人権・男女参画課備え付けまた

申込締切日 ７月13日㈪

は市ホームページ掲載）
に必要事項を記入し、
「応募動機お
よび阿南市における男女共同参画社会の実現に向けて～私
の提案」
（様式自由800字程度）
を添付の上、男女共同参画
室まで提出してください。郵送、ファクス、電子メールでも受
け付けます。
選考方法

阿南市男女共同参画審議会公募委員選考委員

会で審査し決定します。なお、応募書類については返却しま
せんのでご了承ください。

募集期間 ７月６日㈪～31日㈮
提 出 先

602会議室

２日目「インターネットと人権」～ＳＮＳで被害者に

▶市が設置した他の審議会等の委員でない方

期

市内在住・在勤で本講座の目的に賛同し、できる

日

▶平日の会議
（年２～４回程度）
に出席できる方

任

17：00
（必着）

人権・男女参画課
（男女共同参画室）

問い合わせ 人権・男女参画課
（男女共同参画室）
☎22ー7401 FAX 22ー4785
〒774ー8501 富岡町トノ町12番地３
e-mail：jinken@anan.i-tokushima.jp

奨学資金（無利子）の
２次募集があります

新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の情報が変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

湯浅眞典さん

同和問題講演会

日

場

時 ８月１日㈯
所

13：20開会

文化会館1階 ホール

※新型コロナウイルス感染防止対策として、席の間隔を空け
る等の対応をします。

演

題 「ネットと部落差別 ～差別が現存する社会を構

講

師

成するすべての人が「当事者」である～」
公益財団法人反差別・人権研究所みえ
常務理事兼事務局長

松村元樹さん

※託児あり
（要申込：
７月21日㈫まで）
※駐車台数が限られていますので、乗り合わせにご協力ください。
※新型コロナウイルス感染状況により、中止する場合は、市
ホームページ等でお知らせします。
問い合わせ

人権・男女参画課

☎22ー3094
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新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の情報が変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

市営住宅への入居者を募集します
◆申込資格等

次の①～④に全てに該当する方。

①阿南市に住民登録または勤務地を有し、持ち家がないなど
居住に困っていると認められる方。

②同居しようとする親族がいること。ただし、婚約者の場合
は、入居を指定した日から3カ月以内に結婚し、同居できる

◆受付日時   7月14日㈫、15日㈬

9：00～17：00

◆抽 選 日

※抽選がある場合のみ

◆受付場所   市役所５階

住宅課

7月21日㈫、22日㈬

◆入居予定日

9月1日㈫

※家賃、敷金、収入基準など条件・制約がありますので、詳しく
は、お問い合わせください。

方に限ります。
③政令で定める収入基準を満たす方。
④申込者および同居する親族が暴力団員でないこと。

一般募集住宅

◆申し込みに必要な書類

①市営住宅使用申込書
（印鑑が必要となります。）

住宅名

②入居希望者全員の住民票
③収 入を証する書類
（所得課税証明書、源泉徴収票
（給与支
払明細書）
など）
④婚約中の方は、婚約が証明できる書類

◆入居者の選定方法

①受付時に書類審査を行います。書類に不備がある場合は受

③各住宅で募集戸数を超える申し込みがある場合は、抽選に
より決定します。
④不正な申し込み等が発見された場合は、当選資格を取り消

戸数

間取り

中川原

横見町中川原

１

２LDK

中川原

横見町中川原

１

３DK

宝

宝田町川原

２

２DK

橘町幸野

２

３DK

那賀川町赤池

１

３DK

羽ノ浦町春日野

１

２DK

田
橘

け付けできません。
②書類審査後、希望する住宅を1つ選んでいただきます。

所在地

赤

池

春日野

します。また、申し込み後、入居までに同居親族の変更
（出
産、死亡を除く）
または婚約者が変わった場合は、その申し
込みを無効とします。

⑤受付日に申し込みを希望した者がいなかった場合は、引き
続き住宅を募集し、先着順で申し込みを受け付けます。

問い合わせ

住宅課

☎22ー3431

地域優良賃貸住宅の
入居者を募集します
◆受付日時

7月14日㈫、15日㈬

◆抽 選 日

市役所5階

住宅課

7月21日㈫

※抽選がある場合のみ

◆受付場所

◆入居予定日

9：00～17：00

9月1日㈫

※申込資格等、申し込みに必要な書類など条件・制約がありますので、
詳しくは、お問い合わせください。

募集住宅
名

称

伊島若者定住促進住宅

所在地

戸数

間取り

家賃月額

敷金

伊島町瀬戸25番地・26番地

2

3LDK

47,000円

141,000円

問い合わせ
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住宅課

☎22ー3431

新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の情報が変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

光のまち

ステーションプラザ

■展示コーナー

7月の催し

少子化対策の一環として、特定不妊治療を受けられた夫

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。

○トールペイントグループ作品展
○賀上書道教室展覧会

～１1日㈯

14日㈫～26日㈰

○キャンドルと布小物ハンドメイド展 28日㈫～８月10日㈷

■体験コーナー

○バラのバッグを作りましょう 18日㈯

10：00～

【申込締切日】17日㈮ 【参加費】2,000円
【定員】5人 【持参物】
エプロン

○大き目がま口バッグ

19日㈰ １３
：
００～

【申込締切日】17日㈮ 【参加費】2,500円
【定員】10人 【持参物】あれば裁縫道具

問い合わせ

特定不妊治療費を助成します

光のまちステーションプラザ

☎24ー3141

婦に対して治療費の一部を助成しています。
対象者

次の要件を全て満たしていること

・法律上婚姻している夫婦であること
・治療開始時に、夫婦が1年以上阿南市に住所を有してい
ること
・徳島県の特定不妊治療費助成に係る事業の交付決定を
受けていること

対象となる治療

徳島県が指定した医療機関において行う特定不妊治療

（体外受精・顕微授精）

助成の額および回数

1回につき10万円を限度に、通算6回まで

申請等

助成を受けようとする方は、保健センターまでお問い合

わせください。

新しい生活様式における
熱中症予防行動のポイント
１ 暑さを避けましょう

・エアコン利用等部屋の温度調整、涼しい服装
・エアコン利用時は、換気をしつつ、温度設定をこまめに調整
２ 適宜マスクをはずしましょう

・気
 温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意！
・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）
を確保できれば、マスクをはずす

問い合わせ

保健センター ☎22ー1590

26日は

かもだ岬温泉
営業再開しています

フ

ロ

風呂の日!

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。

一般入浴料が
半額です !

・マスク着用時は、息切れする作業や運動を避け十分な距
離を確保して適宜マスクをはずし休憩を

３ こまめに水分補給を

・のどが渇く前に水分補給
・１日あたり1.2リットルを目安に
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに
４ 日頃から健康管理をしましょう

高 齢 者、子 ども、
障がい者の方々
は、熱中症になり
やすいので十分に
注意しましょう。

・日頃から体温測定、健康チェック
・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養を
５ 暑さに備えた体作りをしましょう。

・暑くなり始めの時期から適度に運動を
・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
問い合わせ

中止

【7月の休館日】 6日㈪、13日㈪、20日㈪、27日㈪
問い合わせ かもだ岬温泉保養施設

☎21ー3030

保健センター ☎22ー1590

阿南の夏まつり
中止のお知らせ

阿南の夏まつり実行委員会では、実行委員への意向調査
を行い、回答の８割以上が中止すべきであるとの結果を踏
まえ「令和２年阿南の夏まつり」を中止させていただきます。
今年は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、大
変残念な結果となりましたが、なにとぞご理解いただきます
ようお願いします。
問い合わせ 阿南の夏まつり実行委員会事務局
商工観光労政課内 ☎22ー3290

中止

北の脇海水浴場および
淡島海水浴場
開設中止のお知らせ

令和２年度の北の脇海水浴場および淡島海水浴場につ
いては、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、来場者
および関係者の健康と安全を最優先に考えた結果、安全・
安心な海水浴場の運営が困難であると判断し、開設を中止
させていただきます。
楽しみにされていた皆さまには大変残念なお知らせとな
りましたが、なにとぞご理解いただきますようお願いします。
問い合わせ

商工観光労政課

☎22ー3290

広報 あなん
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