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コロナウイルスワクチン接種
新型

阿南市地域福祉計画を策定

について

我が事・丸ごとの地域共生社会 をめざして

梅の実の収穫（明谷梅林令和園）

コロナをのりこえ

やさしく強い阿南へ

A

地

医療機関（かかりつけの患者のみ予約可）

区

医

療

機

関

医療機関の予約先

富

岡 岸医院

23-0272

学

原 木下産婦人科内科医院

23-3600

C
地

令和３年５月19日現在

医療機関（かかりつけの患者のみ予約可）
区

医

療

機

関

医療機関の予約先

富

岡

予約までの流れ

三谷内科

24-5750

西路見 和田胃腸科内科医院

定期受診時に予約

原田病院

是松医院

定期受診時に予約

西 路 見 阿南いしばし医院

コールセンター

健生阿南診療所

27-2848

大

野 松﨑内科医院

インターネット

きくち医院

定期受診時に予約

上

中 あなん戸田皮膚科

馬原医院

36-3339

那 賀 川 益崎胃腸科内科医院

新

野

福

井 じぞうばし内科外科福井診療所
椿

椿診療所

34-3133
33-1880

桑

野 原田医院

定期受診時に予約

上

中 阿南天満クリニック

22-2299

那賀川 村上内科外科医院

B
地

定期受診時に予約

羽ノ浦整形外科内科病院

定期受診時に予約

医療機関（どなたでも予約可）
区

医

療

機

関

学

原 岩城クリニック

領

家 古川小児科内科医院

才

見 瀧内科外科医院

宝

田 玉真病院

津 乃 峰 井坂クリニック
加

かかりつけ医がいる方

または

医療機関の予約先

相談ください。

富永医院

相談していない場合は、接種ができない場合があります。

むらかみ内科循環器クリニック

（コールセンター）阿南市コロナワクチン予約・相談窓口
電話番号

D
地

集団接種（どなたでも予約可）
区

施設名

見 スポーツ総合センター

予約先

コールセンター
または
インターネット

※対象となる医療機関については、

随時変更となる可能性があります。

①「かかりつけ患者のみ予約可」の医療機関に定期的に受診されていない方は、その医療機関に予約しても、
当日接種できないことがあります。
②予約の確認は、医療機関ではないので医療機関へは、問い合わせしないでください。
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https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2021020800041/
コールセンターへの電話番号でお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をお
掛けする事象が発生しています。電話番号をよくご確認の上、お掛け間違い
のないようお願いします。

※1回目の接種を受けた際、接種会場にて2回目の接種日について予約をお願

羽 ノ 浦 宮本病院

3

0884-22-149 9

受付時間 9:00～18:00（土、日、祝日も対応）

茂 加茂谷診療所

（注意）

BまたはDから選択

医療機関で接種を希望する場合、事前にかかりつけ医にご

コールセンター
インターネット

かかりつけ医が
BまたはC

かかりつけ医がいない方

医療機関へ直接予約

七

または

かかりつけ医が
A

かかりつけ医はいるが
接種医療機関ではない方

いします。

予約の取り消しについて

※令和３年５月 日現在の情報に基づいています。

羽ノ浦

羽ノ浦

森本内科胃腸科

定期受診時に予約

阿南川島クリニック

今月号では、ワクチン接種の流れ、集団接種の受け方をお知らせします。

島内科眼科医院

日開野 かじかわ整形外科

津乃峰

市民の皆さまが安心、安全にワクチン接種が受けられるよう、準備し
てまいりました。５月６日に、高齢者（昭和32年4月1日以前に生まれた方）
に接種券を発送し、５月17日から順次接種を進めています。

19

新型コロナウイルスワクチン接種 について

高齢者ワクチン接種医療機関一覧表

37.5度以上の発熱がある場合等、体調が悪い場合を除いて可能な限り予約日
に接種してください。予約をキャンセルする場合は、必ず電話かインターネット
で、できるだけ早く連絡してください。
接種当日のキャンセルは、予約している病院またはコールセンターへ必ずお電

話ください。ただし、集団接種のキャンセルは、コールセンターのみとなります。
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コロナをのりこえ

やさしく強い阿南へ

集団接種の受け方について

新型コロナウイルスの

家庭内での感染予防対策
感染力の非常に強い変異株の影響により、全国的に新型コロナウイルスへの
感染が急拡大しております。
感染者数が全国で急増している要因の一つが家庭内での感染です。
家庭内で感染拡大を防ぐための８つのポイントをお知らせします。

感染が疑われる方が
家庭内にいる場合のポイント

家庭内で普段から注意する
感染予防のポイント

①部屋を分けましょう

④手洗い・うがいをしましょう

•個室にしましょう！

• 定期的に石鹸での手洗いや手指消毒、

食事や寝る時も別室にしましょう。

うがいをしましょう！

⑤換気をしましょう

•ご本人は極力部屋から出ないように！

•定期的に換気をしましょう！

②お世話はできるだけ限られた方でしましょう
•極力一人が担当しましょう！

⑥手で触れる共有部分を消毒しましょう

•共有部分は薄めた漂白剤で拭いた後に水拭
きするかアルコール消毒！

③全員がマスクをつけましょう

•トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤です

•使用したマスクは他の部屋に持ち出さない！

すぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒しましょ

•使用したマスクの表面には触れずに廃棄し

う！

ましょう！
•マスクを外したら必ず石鹸で手を洗いましょ

⑦汚れたシーツ、衣服を洗濯しましょう

•使用したシーツ、衣服は家庭用洗剤でこま
めに洗濯し、完全に乾かしましょう！

う！

⑧ごみは密閉して捨てましょう

開始日：６月５日（土）から

木、土曜日
日曜日

※曜日や時間で追加がある場合は随時お知らせします。

接種場所：スポーツ総合センター（サブアリーナ）
阿南市七見町下川田100番地１

※接種当日は、半袖シャツ等、肩を出しやすい服装で
お越しください。予約された時間に必ずお越しください。

①検温

会場エントランスホールで体温を測定

②受付

接種券等の確認

③予診票確認
④予診

予診票の記載状況を確認

医師による問診（注意：医師判断により
接種いただけない場合もあります。
）

⑤ワクチン接種

⑧次回予約確認

会場イメージ

※変更の可能性あり

動画をご覧ください

ワクチン接種の流れや集団接種の受け方を
分かりやすく解説した動画を制作し、ケー
ブルテレビやYouTubeで放映しています。

①場外検温

ワクチン接種

③予診票確認

☎22-9191

④予診

予診票記載スペース

⑤ワクチン接種

予診待機スペース

危機管理課

(台紙からシールを剥がさずお持ちください。)
(２) 予診票
( 必ず事前にご記入の上、お持ちください。)
(３) 本人確認書類
(健康保険証、運転免許証等 )
(４)上履き（スリッパ等）

接種後15分または30分程度待機

⑦経過観察スペース

⑥接種済証の発行

問い合わせ

(１) 接種券

⑥接種済証の発行

⑦経過観察スペース

ましょう！

当日の持参物

接種当日の流れ

•鼻をかんだティッシュは、すぐにビニール
袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨て

14:00～17:00
9:00～12:00、13:00～17:00

②受付
⑧次回予約確認

ぜひご覧ください。

YouTube
阿南市公式チャンネル▶▶▶

5

広報 あなん

2021.06

（注意）会場にお越しの際は、密を避けるため予約時間に合わせてお越しください。
会場内では感染症対策のため、マスクの着用をお願いします。
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（注意）会場にお越しの際は、密を避けるため予約時間に合わせてお越しください。
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図書館カウンター
（市役所2階 市民交流ロビー）
学習室が利用できます

おくりもの

図書館カウンターでは、週末に読書や自習ができる学習室を
開設しています。アクリル板や空気清浄機を設置し、静かな環境
で、安心して学習することができます。パソコンなどの利用にお
使いいただけるコンセントもご用意しています。申し込みは不要
です。お気軽にご利用ください。
日時 毎週土、日曜日 9：00～17：00
場所 市役所2階 207・208会議室
※平日は市民交流ロビー閲覧スペースで自習していただけます。
問い合わせ



図書館カウンター ☎23ー2020

阿南市へ
●５万円
阿南市ムーンタイムプロジェ
クト様から
市立小中学校保健衛生充実
のための資金として
●生理用品一式
第一衛材株式会社様から
市 内小中学校の保健衛生
充実のため
以上、ご寄贈いただきありがと
うございました。

台風・豪雨時等に市から出される
避難情報が変更されました
改正災害対策基本法が５月２０日に施行され、自治体が発令する避難情報が変更されました。

「避難勧告」は「避難指示」に一本化
警戒レベル３、警戒レベル５は名称変更
これまで

５月 20 日～

警報レベル

行動を促す情報

行動を促す情報

5

災害発生情報

緊急安全確保

4

避難指示（緊急）
避難勧告

避難指示

3

避難準備・
高齢者等避難開始

高齢者等避難

2

大雨・洪水・高潮注意報

大雨・洪水・高潮注意報

1

早期注意情報

早期注意情報

問い合わせ

危機管理課

☎22ー9191

広報
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119番通報が一時的に不通となります
６月11日㈮0：20から2：00までの間、NTT 西日
本による電話用交換機の切替工事が行われます。
この間、アナログ回線の固定電話およびファクスか
らの119番通報が一時的に不通となりますのでご
注意ください。
なお、固定電話を除くNTT ひかり電話・IP 電話・
携帯電話回線からの通報は通常どおりご利用が可
能です。
問い合わせ

消防本部情報管制課

☎22ー1120



令和３年度
所得証明書等の発行予定日

▶所得証明書 ６月１日㈫～
▶所得課税（非課税）証明書 ６月４日㈮～
※証 明書申請時に本人確認を実施していますの
で、公的証明書
（マイナンバーカード、免許証等）
をご持参ください。
問い合わせ



税務課庶務係

☎２２ー３４２９

フ

ロ

風呂の日!

一般入浴料が
かもだ岬温泉は県内屈指の天然温 半額です !
泉です。ゆったりとおくつろぎください。

ひまわりの種を無料で配布します。真夏の空に
向かって力強く伸びるひまわりを咲かせ、まちを明
るく彩りましょう。
配布場所 市役所１階案内
各支所・住民センター・公民館
企画政策課

26日は

かもだ岬温泉を
ご利用ください

市の花「ひまわり」を
咲かせましょう

問い合わせ

☎22ー1114

6月の休館日
7日㈪・14日㈪
21日㈪・22日㈫
23日㈬・28日㈪
問い合わせ かもだ岬温泉保養施設

☎21ー3030

6月1日から7日は「水道週間」です！
今年の水道週間のスローガンは、
「生活も ウイルス予防も 蛇口から」です。
水は、私たち人間はもちろん、あらゆる生き物にとって生きるために欠かすこと
ができません。水は、限りがある貴重な資源です。水についての理解を深め、暮ら
しに有効に役立てるとともに、水を大切にしましょう。
水道の届出とご相談について
次のような場合には、すぐに届け出てください。
▶新しく水道を使用されるとき
▶引越しをされるとき
▶長い間、水道を使用されないとき
▶使用者の名義が変わるとき
▶その他変更があるとき

水道料金の納付は口座振替が便利です。
手続きは、市内の金融機関でお願いします。

水道課給水係からのお願い
水道メーターまでの水道管の管理を充実し、修理や検針作業を
速やかに行うため、宅地内で水道メーター等の移動を行う場合は
申請が必要です。今後、家の建て替えや庭の工事等で水道メータ
ーや水道管を移動する場合は、阿南市指定給水装置工事事業者
を通じて申請をお願いします。
また、水道の給水管と井戸水等の管の接続
（クロスコネクション）
は、水道水の安全性を確保するなどの観点から、法律で固く禁止
されています。クロスコネクションになっている場合は、給水管と
水道以外の管を切り離してください。
なお、メーター移設や切り離しに要する費用は自己負担となり
ます。

問い合わせ
阿南市水道料金お客様センター
（水道課内） ☎22ー0587
●水道の届出および水道料金等に関すること 
●給水装置の新設と変更工事および阿南市指定給水装置工事事業者に関すること  水道課給水係 ☎22ー3295
水道課管理係 ☎22ー3295
●道路での漏水、メーターボックス内での漏水修繕工事に関すること 
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住宅には火災警報器を設置してください
住宅用火災警報器は、火災からの逃げ遅れ防止などの観点から設置が完全義
務化され令和3年6月1日で10年となります。
住宅用火災警報器の電池の寿命は約10年となっており、今後、電池切れや電
子部品の劣化等による故障が増加していくものと予想されます。適切な維持管
理を行い、故障時には本体の交換をしてください。
阿南市は全国と比べると住宅用火災警報器の普及が進んでいませ
ん。設置していない家庭は早急に設置するようにしてください。

リーフレット資料提供元 日本火災報知機工業会
問い合わせ

消防本部予防課

☎22ー3799

広報

あなん 2021.06
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農地の改良には
農地改良届の提出が必要です！

農業委員会事務局

☎22ー3790

教育委員会定例会だより
4月定例会
（4月22日開催）
で、次の内容
について審議し、承認されました。
●教育長報告
①第三期阿南市教育振興基本計画について
②第六次阿南市総合計画について
③第二期阿南市まち・ひと・しごと創生総合戦略に
ついて
④学校再編・統廃合問題について
⑤ APP
（アカデミック・プログレス・プロジェクト）
事
業について
⑥令和３年度の幼・小・中学校新組織について
⑦放課後児童クラブ・児童館一覧について
⑧烏雲
（うゆん）
先生をたたえる市民の会からの冊
子の寄贈について
⑨聖火リレーについて
⑩今後の主な行事予定について
●教育功労者の選出および表彰式について
●公民館分館長の委嘱について
●社会教育委員の委嘱について
●体育功労者・優秀者表彰式について
●教育集会所長の委嘱について
●とくしまアラート引き上げに伴う感染防止対策の
強化について
●令和３年度行政機構について
●令和３年度教育委員会職員配置について
●令和３年度教育委員会一般会計当初予算について
●令和３年度各課年間主要行事について
※定例会の日時は、市ホームページでお知らせしています。
問い合わせ

9
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教育総務課

☎22ー3299

問い合わせ

農地整備課

☎22ー1599



農業者年金に加入しませんか

加入条件

問い合わせ

次のとおり、令和3年度土地改良事業計画書の
受付を行っていますので、事業を予定されている方
は、提出してください。
受付期間 ５月上旬～６月30日㈬
受付場所 農地整備課
提出 書類 令和3年度土地改良事業計画書（５月
上旬、取りまとめをお願いする農業班長・実行組
長宛てに送付していますので、お尋ねください。）
※事業計画書の提出が期限内になかった場合は、事
業の対象となりませんので十分ご注意ください。

メリット

土地の所有者または耕作者が、農地に営農の改
善向上および農地保全を目的とした客土等の改良
行為を実施する場合は、事前に農業委員会に届け
出なければなりません。
具体例
・土地が低いことによる
田畑のかさ上げ
・耕作土の入れ替え
注意点
・営農を伴わない造成工事等は対象とならず、違反
転用となります。
・一時的に土砂置場にする等の行為は一時転用許
可が必要となります。
・届出に際しては、図面等添付書類が必要となります。
また、他法令の許可が必要になることもありますの
で、事前に農業委員会事務局までご相談ください。



令和３年度 市単独土地改良事業
補助の受付について

・少子・高齢化時代に強い積立方式の年金
・終身年金で80歳までの保証付き
・支払った保険料は全額社会保険料控除
・手厚い政策支援で保険料に国庫補助も
次の①～③の全てに該当する方
①国民年金第１号被保険者
②年間60日以上農業に従事している方
③20歳以上60歳未満の方
農業者年金の現況届
提出期間 ６月１日㈫～30日㈬

問い合わせ

農業委員会事務局 ☎22ー3790
または最寄りの農協



阿南市教育振興基本計画等
策定委員会委員の募集について

本市の教育振興基本計画に関する重要事項そ
の他教育に関する重要な計画、または方針を調査
審議するために阿南市教育振興基本計画等策定
委員会を設置しています。この策定委員会で調査
審議していただく委員を募集します。
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３年８月１日現在）
・市の教育振興について関心のある方
・平日に開催する会議に出席できる方
（前年度２
回開催）
・国、地方公共団体の議員、公務員でない方
募集人員 ２人程度
任
期 委嘱した日から２年間です。
応募方法 所定の応募用紙に必要事項を記入の上、
「阿南市の教育振興についての考え方
（様式自由、
1,000字程度の作文）
」を添えて提出してくださ
い。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
申込期間 ６月１日㈫～30日㈬
（17：00必着）
問い合わせ

教育総務課

☎22ー3299



「ハンセン病の向こう側」
パネル展示

6月1日は
「人権擁護委員の日」

ハンセン病回復者等に関する展示と関連図書の紹
介を行いますので、ぜひご覧ください。
期間 6月２日㈬～28日㈪
場所 市役所２階 市民交流ロビー

地域住民の身近な相談相手として、人権擁護委員
が委嘱され、本市では16人が活動しています。秘密
は固く守られますので、ご相談ください。
人権擁護委員法が施行された６月１日を「人権擁
護委員の日」と定め、人権擁護委員が住民の皆さん
の相談に応じる存在として各市町村に配置されてい
ることを周知するとともに、人権尊重の大切さを呼び
掛ける日としています。
●特設相談所
日時 ６月１日㈫ 10：00～12：00
場所 富岡公民館
●街頭啓発
日時 ６月１日㈫ 16：00～
場所 フジグラン阿南前

第２回 阿南市人権教育・啓発市民講座
日時 ６月22日㈫ 14：00～15：30
場所 文化会館２階 研修室
演題 性の多様性を理解する
講師 SAG 徳島 葛西真記子さん
レインボー徳島 長坂 航さん
※手話通訳あり
※マスク着用でご参加ください。

新型コロナウイルス感染状況により、中止となる場合があります。中止となった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・男女共同参画課

☎22ー3094

ささゆり通信第90号

6月23日から29日までの1週間は、
「男女共同参画週間」です
男女が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別
にかかわりなく、それぞれの個性と能力を十分に発揮することがで
きる男女共同参画社会を実現するためには、私たち一人ひとりの意
識の変化と取組が必要です。
令和３年度

「男女共同参画週間」キャッチフレーズ
「自分を好きになって、自分を信じ、創り上げた
自由な発想が受け入れられる社会。みんなで築い
ていく 男女共同参画社会とは？
！皆さんが進んで
いく社会への願い・想いのこもったキャッチフレー
ズ」を、ユース世代を対象に内閣府が募集し、選ば
れた作品です。
最優秀作品

女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。

優秀作品

「いつか」生きやすい社会でなく「いま」生きやすい社会へ

優秀作品

信じよう「自分」
、認めよう「個性」

問い合わせ

３月末、各国における男女格差を測る「ジェンダー
ギャップ
（男女格差）
指数２０２１」が世界経済フォーラ
ムより発表されました。
「経済・政治・教育・健康」の４つの分野における各
国のデータを調査し、男女格差を指数化したものが
ジェンダーギャップ指数です。
「政治・経済」分野での後れにより、日本の順位は
１５６の国と地域の中の１２０位であり、国会議員や閣
僚、企業での管理職に占める女性の割合が低く、意
思決定の場への女性の参画ができていないという
のが現実です。
男女が共に生き生きと暮らせる社会づくりのため、
育児や介護、家事や行事への参加を誰が主に担っ
ているのかなど、身近なところにある性別役割分担
意識の根強さ、自分自身の意識や言動をこの機会
に振り返ってみましょう。

人権・男女共同参画課

☎22ー3094

広報 あなん
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基準額が

令和3年度

65歳以上の方（第1号被保険者）の
介護保険料が変わります

月額6,550円
になります

令和3年度の第1号被保険者（65歳以上の方）
の保険料は次のとおりです。
段

階

対

象

者

（参考）
算定割合 年額保険料
月額保険料
（基準保険料×）（単位：円）
（単位：円）

・生活保護を受けている方
・老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方
第1段階
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円以下の方

0.30

23,500

1,958

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円超120万円以下の方

0.50

39,300

3,275

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計が120万円超の方

0.70

55,000

4,583

第4段階

市民税非課税の方
（同じ世帯内に市民税課税の方がいる場合）
かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円
以下の方

0.90

70,700

5,891

第5段階

市民税非課税の方
（同じ世帯内に市民税課税の方がいる場合）
かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円
超の方

基準
保険料

78,600

6,550

第6段階

市民税課税の方で、前年の合計所得金額が
120万円未満

1.15

90,300

7,525

第7段階

市民税課税の方で、前年の合計所得金額が
120万円以上210万円未満

1.25

98,200

8,183

第8段階

市民税課税の方で、前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満

1.50

117,900

9,825

第9段階

市民税課税の方で、前年の合計所得金額が
320万円以上500万円未満

1.65

129,600 10,800

第10段階

市民税課税の方で、前年の合計所得金額が
500万円以上

1.75

137,500 11,458

※第１段階から第３段階については軽減措置が適用されます。
【 主な変更点 】
・月額基準額
（第5段階）
を5,983円から6,550円に改定します。
・第７段階と第８段階の境界所得である基準所得金額を変更します。
（200万円→210万円）
・第８段階と第９段階の境界所得である基準所得金額を変更します。
（300万円→320万円）
・第１～５段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額から10万円を控除して得た
額を用います。
・第6段階以降の当該合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所
得の金額または公的年金等所得の合計額から10万円を控除して得た額を用います。
問い合わせ 介護保険課 ☎22ー1793
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第１０回・第１１回

ロレアコンサート

毎年12月開催の「夢ホールコンサート」における
オーディエンス賞受賞者による演奏会。
日時 6月13日㈰ 14：00開演
場所 夢ホール
（文化会館）
出演 小川典子
（ソプラノ）
、川原由衣
（ピアノ）
、
河野陽介
（バリトン）
入場料 小学生以上500円、YCC 会員無料
※未就学児はご入場いただけません。
チケット販売場所 文化会館、情報文化センター、
平惣（阿南センター店、羽ノ浦店、小松島店、徳
島店）
、黒崎楽器
定員 291人
※ご予約いただくと、チケット裏への連絡先記載が
不要です。
チケット予約・問い合わせ

文化会館

☎23ー5599

宝くじ文化公演

ファミリーミュージカル「白雪姫」
自然を愛し、平和を願う心の美しさを伝える、
人々の絆が深まる感動の物語。劇団東少制作、子
どもから大人まで楽しめる本格的な創作ミュージカ
ルです。
日時 7月25日㈰ 14：00開演
場所 夢ホール
（文化会館）
出演 白雪姫 鈴木まりや、王子 渡辺和貴、
妃 瀬戸内美八、狩人 湯川尚樹
入場 料 一般1,000円、高校生以下500円（当日
券は500円増し）
、3歳未満はひざ上鑑賞無料。
全席指定、時間差入場を行います。
※宝くじの助成により特別料金になっています。
チケット発売日 6月4日㈮ 10：00～
チケット販売場所 文化会館、情報文化センター、
平惣（阿南センター店、羽ノ浦店、小松島店、徳
島店） ※チケットは1人につき４枚まで
問い合わせ

文化会館

☎21ー0808

光のまち

ステーションプラザ

６月の催し

■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。
○彫刻展〔1988～2020〕 ５月25日㈫～6日㈰
○「書は心」 ８日㈫～２０日㈰
○第五回 染織作品展 ２２日㈫～７月４日㈰
■体験コーナー
✿ボタニカルジェルキャンドルを作りましょう✿
６日㈰ 13：00～ 【申込締切日】
４日㈮
【参加費】2,000円 【定員】5人 【持参物】
なし
✿つまみ細工で作るブローチ✿
２０日㈰ 13：30～ 【申込締切日】1８日㈮
【参加費】2,500円 ※親子参加＋1,000円
【定員】5人 【持参物】裁ちばさみ
☆阿波踊り活竹人形作り体験出来ます☆
13：００～16：００
（月・木曜日休）
問い合わせ 光のまちステーションプラザ ☎24ー3141

球場へ行こう!

６月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

〇四国アイランドリーグ plus202１
１日㈫ 18：00 徳島 vsソフトバンクホークス
（3軍）
〇高校野球南部ブロック大会（高校総体協賛）
４日㈮、５日㈯、６日㈰、７日㈪
〇プライドジャパン甲子園202１ 徳島県予選
６日㈰、１３日㈰
〇阿南市中学校総合体育大会（軟式野球競技）
１９日㈯、２０日㈰、２１日㈪
〇全日本大学軟式野球日本代表選考会
２６日㈯、２７日㈰
問い合わせ

野球のまち推進課

☎22ー1297

牛岐（富岡）城跡パネル展＆
阿南市指定文化財写真展
牛岐
（富岡）
城跡の解説パネルや発掘調査成果図
面、出土物、古絵図などを展示し、阿南の誇るべき
城である牛岐
（富岡）
城の理解を一層深めていただ
きたいと思います。また阿南市指定文化財写真展
も同時開催しています。
期間 7月11日㈰まで ※月曜日は休館
時間 10：00～16：00
場所 牛岐城趾館展示室 入場料 無料
係員による展示解説 6月26日㈯ 10：00～11：00
問い合わせ

文化振興課

☎22ー1798
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不法投棄をしない、させない

不法投棄は、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山
林、空き地等に捨ててしまう犯罪です。環境保全課で不法投棄
防止看板を無料提供しています。また、地域全体で十分注意を
払い、
「不法投棄を許さないまち」をつくりましょう。
問い合わせ

環境保全課

阿南市那賀川
B&G海洋センター体育館
リニューアルオープン

☎22ー3413

阿南警察署だより

横断歩道における交通事故防止
～横断歩道お手挙げ作戦推進中～

●ドライバーの方 横断歩道は歩行者が優先です。横断しよ
うとする歩行者がいる場合は必ず停止し、分からない場合はい
つでも停止できる速度で進行してください。また、薄暮時間帯
からの早めのライト点灯をしましょう。
●歩行者の方 信号機のない横断歩道では手を挙げて横断し
てください。横断する時は必ず左右の安全確認をして横断しま
しょう。また、薄暮時間帯・夜間に外出する時は「明るい服装、
反射材」で交通事故防止に努めましょう。
問い合わせ

阿南警察署

☎22ー0110

あぶない！こんなに事故が
交通事故
救

急

火

災

件
数
死
者
負 傷 者
件
数
搬送人員
件
数

スポーツおよびレクリエーションの活
動にご利用いただけます。
供用開始
（予定） ６月１日㈫から
主な競技 バレーボール、バドミントン、
ソフトテニス、剣道等
場所 那賀川町今津浦向新田20番地5
問い合わせ
那賀川 B＆G 海洋センター体育館
☎42ー2600

スポーツ施設

177 件（718）
0 人（2）
16 人（68）
260 件（1,041）
235 人（963）
5 件（20）

6月の休館日
7・14・21・28日

スポーツ総合センター
（温水プール）
那賀川スポーツセンター

2・9・16・23・30日
7・14・21・28日

羽ノ浦健康スポーツランド
県南部健康運動公園

●阿南署管内令和３年 4 月分。カッコ内は 1 月からの累計。

1・8・15・22・29日

パティシエール

今も昔もなりたい職業ラ
ンキングで上位の職業「パ
ティシエ」。私もお菓子作り
が好きでパティシエになろ
うと決めたのは中学生の頃
でした。
そ の 時、実 家 は 建 設 会 社
を営み、母は美容師、とい
った技術を
持つ人が身
近にいた環
境もあると
思います。
実際に
は、パティ
シエの世界
はお菓子の
ようなキラキラした世界で
はなく、何時間もひたすら
イチゴのヘタを取ったり、
次々に新しいメニューを期
限内に試作し、生み出さな
ければならなかったり、何
十キロもある小麦粉や砂糖
を運んだりと男性が有利な
場面が多々あります。その
た め、女 性 は 結 婚 や 出 産 を
機に時間的、体力的な理由
でこの世界から去って行く

561

方がほとんどなのも現実で
す。
でも本来、パティシエの
仕事を選んだ人はもの作
り、お菓子が好きな人だと
思っています。特にバース
デーケーキやデザートは大
切な家族、友人や恋人の喜
ぶ顔が見たいお客さまのお
手伝いをしていること自体
に幸せややりがいを感じま
すし、私の原動力となって
います。そして、何度も「や
っ ぱ り こ の 仕 事 が 好 き だ」
と再確認
させてくれ
ます。
私が格
別忍耐強
いわけでも
なく、なぜ
続けてこら
れたのかと
考えると、やはり人との出
会いに恵まれていた事に尽
きます。節目で出会った人
たちが、その度に私に新し
い目標や夢をくれていたの
です。パティシエの仕事に
定年はありません。私の身
体が動く限り、この最高に
楽しい仕事を続けたいと思
っています。
次は、宝田町の粟田宗一
郎さんにお願いします。
中大野町

高橋

13
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初姫さん
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第３期 阿南市地域福祉計画を策定

の増加等による社会の変化ととも

年、全国的に高齢化や単 身世帯

我が事・丸ごとの地域共生社会をめざして
近
に地域とつながる機会が減少しています。
結果として人間関係の希薄化や地域での
孤立が進み、８０５０問題（※１）やダ
ブルケア（※２）等、人々が生活する上
での課題は複雑化かつ複合化しています。
本市では令和３年度から５年間を計
画 期 間 とする「第３期 阿 南 市 地 域 福
祉計画」を策定しました。
「あんしんと
福祉でえがく 笑顔のまち あなん」を
基本理念に、さまざまな地域生活課題
を抱えながらも、全ての市民が住み慣れ
た地域で自分らしく暮らすことができる
ような「地域共生社会」の実現に向けて、
福祉施策の推進に取り組んでいきます。
※
８０５０問題︙ 代のひきこもりの
子を 代の親が養い、生活困窮や社会的
に孤立する問題のことです。
※
ダブルケア︙同時期に介護と子育
ての両方に直面する問題のことです。

地域福祉計画の特徴
◎地域の多様化で、複雑化あるいは複合化した
生活課題の解決をめざす
地域で暮らす市民の生活課題には、市民の共通する課題のほか、特定の人にとって
組を推進するものとなっています。

の個別課題があり、本計画では、
「 制度の狭間の課題への対応 」など、横断的な取

◎自助・互助・共助・公助の視点で
地域単位の支え合いの仕組みづくり
地域の誰もが役割を持って、 つながり支え合いながら、自分らしく暮らし、活躍で
きる地域社会をめざして、地域の全ての構成員が主体的に関わっていく仕組みづく
りを進めていくものとなっています。

◎全庁的な体制整備
福祉分野に限らず、関係部局が一体となって総合的に取り組んでいくことが必要で

あなん

基本視点３

笑顔のまち

支え合う

基本目標４

基本視点２

基本目標３

安心して暮ら

つなげる

福祉でえがく

あり、庁内全体が関わっていくという視点で 、庁内体制を構築することとなってい
ます。

あんしんと

施策の体系
基本理念

基本視点１

助け合い支え

せる安全なま

みつける

誰もが利用し

合う人と地域

基本目標２

福祉 活 動 の 推

やすい福祉環

ちづくり

基本目標１

進と 担 い 手 づ

づくり

公助
共助

互助
自助

50

境づくり

くり

☎22-3440
地域共生推進課
問い合わせ

見えてきた課題と取り組むべき対策
我が事・丸ごとの地域共生社会のイメージ

1

80

2

広報

あなん 2021.06
広報

15

阿南市地域福祉計画を策定
第３期

アカウミガメの上陸・産卵を見る

しか及ばず、産卵を確認する事も

暖化や砂浜環境の変化などさまざ

ウミガメ上陸に
関するお願い

阿南市では「阿南市ウミガ

メ保護条例」に基づき、ウミ

ガメ保護に努めています。ま

た、阿南市内の海岸に上陸す

るウミガメの頭数調査を毎年

実 施 し て い ま す。ウ ミ ガ メ の

上陸、または足跡が確認され

‐１７９８

た場合は、文化振興課までご

☎

連絡ください。

問い合わせ

文化振興課

アカウミガメの卵

あなん文化紀行は偶数月号に掲載します。

16

2021.06

ことができる。
特に椿町にある蒲生田海岸での
年）から

ウミガメの観察記録は歴史が深
く、１９５４年（昭和
記録が始められ、世界的にみても
最長であり、ウミガメの学会でも
貴重なものとして高く評価されて
当時の記録によると、蒲生田海

「蒲 生 田 海 岸 の ア カ ウ

わずかとなってきた。これは、徳

ところが、近年阿南

まな要因が考えられているが、い
ウミガメは、環境省のレッドデ

を後世へと守っていくためには、

数は当時の数と比べる

２ ０ １ ６ 年（平 成

同じ地球上で暮らす私たちが、清

ータブックにも掲載され絶滅が危

年）のシーズンは、記

掃活動などで海岸を美しく保ち、

と著しい減少傾向にあ

録史上初めて上陸を

ウミガメが上陸しやすい環境を整

惧されている動物である。その種

確認することができな

西林雄貴）

えていく事が大切である。
（文化振興課

かった。その後も上陸

28
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あなん
文化 紀 行

蒲生田とウミガメ
文化振興課

日 本 の 砂 浜 に は、ア カ ウ ミ ガ
種のウミガメが産卵のため上陸す

岸への上陸数が最も多い時は、１

いる。

る。ここ阿南市の砂浜でも、毎年

９５９年（昭和 年）に７８１回

メ、アオウミガメ、タイマイの３

５月下旬から９月上旬までの頃に

ミガメ産卵地」として

島県内全域の海岸においても同様

市の砂浜におけるアカ

まだ明確な答えは出ていない。

の傾向である。原因としては、温

ウミガメの上陸・産卵

定された。

県の天然記念物に指

が 記 録 さ れ、同 年 に

34

り、蒲生田海岸では、

アカウミガメの足跡

数は、毎年数回程度に



22

29

第６回

蒲生田海岸で産卵するアカウミガメ

6月の休館日 7日㈪、14日㈪、21日㈪、28日㈪

おもしろ科学実験

参加無料・予約不要

毎週土、日曜日に、毎回異なるテーマで小学生から楽
しめる科学実験ショーを行っています！
時間
内容

① 11：00 ～ ② 14：20 ～ （1 回約 30 分）
6 月のテーマは以下の通り
（詳細はホームページをご覧ください。）
5 日㈯ よく飛び出す立体めがねを作ろう
6 日㈰ 空飛ぶ種の秘密を探ろう
12 日㈯ ふしぎ物質 ゴム！
13 日㈰ LED を使った実験を楽しもう
19 日㈯ 虹はどこにあるかな
20 日㈰ バイオメタルで実験しよう
26 日㈯ 形のふしぎ、いろいろ
27 日㈰ いろんな橋を比べてみると

令和3年度

科学センター理科学習が開始！

科学センターでは市内の全22校に通う小学3年～6
年生を対象にした、
「理科学習」を実施しています。学
校現場では用意しにくい実験や観察を中心に授業展開
し、児童たちの科学に対する興味や関心を育むことを
目的としています。本事業は阿南市の理科教育の目玉
で、全国でも同様の事業は他2例しかないユニークな
取組です。
令和2年度はコロナ禍の影響を受け、各学校に職員
が出張する形で授業を行いましたが、今年度は5月12日から例年通り、児童たちは各
学校からバスでセンターを訪れ、施設の教材をフル活用した授業が展開されています。

第５回 あなん星空コラム

しとしとと雨が続く梅雨の6月。天体観察がしにくいシーズンで
はありますが、夜空には初夏の星座「ヘルクレス座」
、
「へびつかい
座」
、
「てんびん座」などが姿を現しています。中でもヘルクレス座に
は写真のような「球状星団（M13）
」
と呼ばれる天体が輝き、当館の
四国最大の天体望遠鏡を使えば、美しい無数の星の集まりとして観
察することができます。実際の星の数は10万個以上に上り、不思
議なことに100億歳以上という長寿命の古い星ばかりで構成され
ています。この年齢は私たちが住む天の川銀河の誕生初期とも重
なることから、球状星団は大昔の宇宙を研究する手掛かりにもなっ
ています。天体観望会では6月～9月ごろまでご案内していますの

球状星団（M13）/ 科学センター撮影

おもしろ科学実験 プラネタリウム

広報 あなん
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（今村和義・著）

天体観望会など 土 、日曜日の定期イベントはホームページのイベントスケジュールをご覧ください 。

科学センター
17

で、ぜひ観察にいらしてください。

☎42-1600 http：//ananscience.jp/science/

短
入選

歌
阿南市文化祭秋季短歌誌上大会

選

来年 は 上 手 に つ く ろ う こ の 短 歌 去 年 も

山川 徹也
言ってた頭かかえて 
入選 話したい世界中の人たちとだから英語を
久間 弥生
日々学びます 
入選 白球追う少女の瞳に偽りなしただひたす
山本 博子
らに追いかけるのみ 
入選 夏の庭太陽の光あび満開だ種から育てた

太田越夏代
アスターの花 
中学生短歌 優秀賞（令和２年度）
始まった期間限定コンサート虫の声聞き秋を感
新野中３年 篠野 愛莉
じる 
通学路空き地で手をふるススキかなススキの応
新野中２年 陶久 ゆめ
援今日も部活だ 
帰り道かすかに聞こえるくつわむし秋がはじま
新野中１年 井上 瑞貴
る草むらの中 
部活終え秋の夕焼け見つめれば心も体も優しい

藤木

陽向

句
阿南市俳句連合会

選

久米

浩一

漢

詩

泫然

選

ゆう

吉形

いわ

逃避の磐

田中

北堤の畔

きゅう

ろ あい

ふ

聖樹繁る

藍園を拝す

らんえん

松原

かお

乾坤馥る

和恵

公

伸夫

休鷺相尋ぬべし

りん

那賀川町出島野鳥園 
な せん
那川海に入る

さら

南国の林

國林

鳥声を競う

鳥競聲

春夏喈喈

秋更に好し

春夏喈喈秋更好

南麓

冬来たれば

印度佛跡覧古

せつざん

雪山

冬來休鷺可相尋



祀堂に映発し

麓拜藍園

映發祀堂聖樹繁

阿育王碑

雪山

阿育王碑古池苑

釈尊の生地

池苑に古り

釈尊生地馥乾坤

※藍園―ルンビニー。釈尊の生地
※阿育王―アショカ王。インドを統一し、仏教をひろめる

あ いくおう ひ

ほとり

策謀に殫る

たお

牛牧の邑

うしまき

阿南漢詩研究会・青松吟社

侵入す大軍

阿波の豪勇

泣石觀音 
侵入大軍牛牧邑

阿波豪勇策謀殫

炎炎赫赫

暁代

末広なおむ

炎炎赫赫堅城盡

柏木

隆子

内室

堅城は尽き

岡本

内室泫然迯避磐

敏子

那川入海北堤畔

中川よし子

武田

信子

島尾美津子
仁井

18
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俳
歳時記の少し厚めの春の項 
少年のペダル軽やか風光る 
颯爽と自転車漕いで夏近し 
明治期のひな段を模す奥座敷 
町内の巡査と会釈夏隣 

慧

古川北斗星
聖火リレー被災地からの春便り

田木
勲
茶柱にこぼるる笑みや蓬餅 
飛花落花コロナウイルス世界撹く  谷中喜代子
青木

選

沖荒れの浜の弁天残る花 

田上鶴子

裕子

阿南川柳会

大西

柳

西田

修身

田の隅の深き轍に水馬 

川

なわ

テキパキと男料理の粋な味 

二階千代美
気配りの上手な母の縄のれん

ゆ かいしわ
鈴木レイ子
百歳の愉快皺にも味がある 
触れた手は何とかわいい紅葉の手  野村 敏子



バアちゃんは孫におまけを付けたがる 持
 木 寿栄
原 公美子
曲がり角素敵な人に会う予感 
さち
ハガキから老いの楽しみもらう幸  田上 鶴子
一般応募
あい そ

さえずりと若葉が癒す散歩道 
む じんてん

無人店コインコトンと愛想なし
幸せな暮らし花壇とネコと夢 

本市では特産品として大梅から
小梅まで多品種を栽培しており、
季節商材として人気です。2月に
開花し、５月下旬～6月に実を
出荷しています。梅はクエン酸を
はじめ有機酸等を含み、疲労回
復や食中毒予防に役立ちます。

新野中１年 瀬藤菜々美
気持ち 
雨上がり登校途中の水たまり映っているのは夏
福井中３年 吉崎 美月
の青空 
六時半自転車に乗って家を出る朝の匂いに胸が
福井中１年 岩浅 那瑠
高鳴る 
暑い夏家で私はひきこもり外ではセミが大声で

福井中１年

福井中１年 福谷 真菜
鳴く 
気づいたよあたり前の毎日がかけがえのない日
だということ 

【梅の実】

6月

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

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 土 日 月 火 水

那賀川図書館

☆ 休

10:00 ～ 18:00

羽ノ浦図書館

☆

10:00 ～ 18:00

図書館カウンター

★

9:00 ～ 18:00
土日は 17:00 まで

カレンダー中のマーク

休
休

休

☆

☆

☆

休

休

休

★

休

★

「図書館協議会」とは、図書館の運営に関し図書館長の
諮問に応じ、意見を述べるための機関です。
募集人員 2人
任
期 7 月 1 日～令和 5 年 6 月 30 日（2 年間）
申込締切日 6 月 6 日㈰ 18：00（必着）まで
応 募 方 法 応募用紙（各館・図書館カウンター備え付け
または市ホームページ掲載）と小論文を提出
問い合わせ 那賀川図書館

◆阿波公方の苑（図書館前庭）美化作業
8：30〜10：00

※雨天の場合は20日㈰に延期します。
☎ 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～

図書館カウンター

羽ノ浦図書館 七夕おはなし会

は、現在休止しています。開催時期が決

まり次第ホームページ等でお知らせしま
す。

★ぴよちゃんくらぶ

期
場

（第１〜第４木曜日） 10：30～
場所：ひまわり会館

間
所

６月 12 日㈯～ 29 日㈫ ※図書館の休館日を除く
那賀川図書館 市民ギャラリー

移動図書館車 「ひまわり号」

４日 ㈮
10日 ㈭
11日 ㈮
16日 ㈬
17日 ㈭
18日 ㈮
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時

付

※申

阿南教科書センター
「令和4年度使用教科書展示会」

赤ちゃん
（０～３歳）
のためのおはなし会

大
潟
分
館
見 能 林 公 民 館
福
寿
荘
阿
南
荘
キッチン マル シェ 椿
椿
泊
漁
協
桑野コミュニティセンター
大 野 公 民 館
新 野 公 民 館
福 井 公 民 館

入場無料

先着順受

込が必要
６月 26 日㈯ 14：00〜14：45
です
情報文化センター 2 階 研修室
情報文化センター
大型えほん「トラネコとクロネコ」
パネルシアター「トコトコぼうし」ほか
申 込 方 法 6 月 5 日㈯から受付を開始（先着35人）
羽ノ浦図書館（電話申込可）

日
時
場
所
プログラム

☎ 23-2020

※おはなし会
（おはなしひろばひまわり主催）

巡回日

休

図書館協議会「公募委員」を募集します

☎ 42-3111
FAX 42-3299

場所：おはなしコーナー

３日 ㈭

休

★…ぴよちゃんくらぶ（ひまわり会館）◎…学生ピアノボランティア

（毎週日曜日） 11：00～

羽ノ浦図書館

◎ ☆ 休

休

☆おはなし会・おはなしのポケット主催

12日㈯

◎ ☆ 休

★

休…休館日 ☆…おはなし会
◆…阿波公方の苑美化作業

那賀川図書館

◆ ☆ 休

間

14：00～14：30
14：50～15：20
13：30～14：00
14：30～15：00
11：00～11：30
11：40～12：00
14：20～14：50
14：30～15：00
13：50～14：20
10：50～11：20

６月の巡回日程

巡回日

23日 ㈬
24日 ㈭
25日 ㈮

巡

回

場

所

長 生 公 民
上 中 セ ブ ン
山
口
分
橘 防 災 公 園 入
橘
団
津 乃 峰 保 育

館
前
館
口
地
所

時

※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

那賀川図書館

間

13：40～14：10
14：30～15：00
14：00～14：30
14：00～14：30
14：40～15：10
15：20～15：50

☎ 42 ｰ 3111

新型コロナウイルス感染症の影響により、上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。

健康いきいき情報

保健センターからのお知らせ
まむしに注意

ダニによる感染症に注意

まむしが活動し始める季節です。山などに
出掛けるときは、十分注意しましょう。かま
れたときは一刻も早く医師の診察を受けて
ください。

ダニにかまれると感染症にかかることがあ
るといわれています。徳島県では「日本紅
斑熱」
、
「つつが虫病」
、
「重症熱性血小板
減少症候群（SFTS）」の発生が確認され
ています。農作業やレジャー等、野外で活
動する際には、長袖、長ズボンの着用によ
り肌の露出を少なくし、サンダルは避け、防
虫剤を使用するなど充分注意してくださ
い。

まむし血清配置場所
配置期間 10月31日㈰まで
配

置

先

所在地

電

話

馬原医院

新野町 36ー3339

原田病院

富岡町 22ー0990

加茂谷診療所

加茂町 25ー0200

阿南医療センター

宝田町 28ー7777

南部総合県民局 阿南保健所 領家町 28ー9870

ダニにかまれたら
できるだけ病院で取り除いてもらいましょ
う。かまれたことに気づかないこともあるの
で、野外で活動した数日後に疑わしい症状
（発疹、発熱、下痢等）
が現れた場合は速
やかに病院を受診してください。

食中毒予防の３原則

～つけない・ふやさない・やっつける～
食中毒の主な原因は「細菌」と「ウイル
ス」。細菌は温度や湿度などの条件がそろ
うと食べ物の中で増殖し、ウイルスは低温
や乾燥した環境で長く生存します。
「細菌」
や「ウイルス」がついた食べ物を食べると
食中毒をおこします。3つの原則を実践し
て食中毒を予防しましょう。
①細菌やウイルスを食品に「つけない」
→手、食材、調理器具を洗う。
②細菌を「ふやさない」
→作ったらすぐ食べる
低温で保存する
③細菌やウイルスを「やっつける」
→加熱調理、調理器具の殺菌

シリーズ 地域医療の明日を考える(8)

阿南医療センター
開院２周年
阿南医療センターは、本年５月１日に開院２周年を
迎えました。
この間、県南部圏域における中核病院として、地
域医療の推進に中心的な役割を担われるとともに、
健康管理や疾病予防においても、他の医療機関や
行政との連携を図りながら取り組まれています。
今後とも市民の皆さまから信頼され、安心して受診できる病院であることを期待しています。

本年４月、眼科に常勤医師が着任
阿南医療センターに４月、
２人の眼科医が着任されました。以前はパー
トの眼科医のみで診療していましたが、常勤医師が着任したことにより、
眼科外来診療体制を充実させることができ、さらに５月からは眼科手術を
開始しました。このことにより、県南地域における眼科医療サービスのより
一層の向上が図られることとなります。
眼科外来では、眼科一般診療とともに、地域の先生方の患者の紹介に
対応していきます。手術は主に白内障手術を行い、さらに糖尿病網膜症
などの網膜の病気にも対処できるように診療体制を整備しています。
医療センターによりますと、
「今までご不便をおかけしていましたが、今後は地域の眼科医の先生方と連携しなが
ら診療内容を充実させ、市民の皆さまの眼の健康に対応していきます。」とのことです。
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阿波踊り体操教室

お酒に関する相談・例会

6月30日㈬
10：00～11：00（受付9：30～）
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
対象 運動制限のない方
（年齢制限なし）
定員 15人（先着順）
持参物 飲み物、タオル、マスク
（着用）、
健康手帳
（無い方は交付します。
）
※必ず事前にご予約ください。
※開始前に健康チェック
（体温・血圧・体
組成の測定）
を実施します。
※風邪様症状等がある方は参加を控えて
ください。キャンセルの電話は当日まで
にお願いします。
★今年度は実施曜日が変動します。日程
等についてはお問い合わせください。

お酒をやめるには理解と仲間が必要です。
一度、相談・例会に来てみませんか。

日時

日程

▶６月9日㈬ 18：30～20：30
羽ノ浦地域交流センター
▶６月11日㈮ 18：30～20：30
ひまわり会館
▶6月25日㈮ 18：30～20：30
ひまわり会館
例会の内容 今月のテーマ「一日断酒」

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
設定を小まめに調整
②適宜マスクを外しましょう
◦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、マスクを外す
◦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
マスクを外し休憩を

実施日

採血場所

所在地

採血時間

10：00〜12：00
13日㈰ フジグラン阿南 領家町
13：00〜16：00
19日㈯ 才見公民館

才見町 14：00〜16：00

※400㎖献血のみの実施です。
※一般の方のご協力もよろしくお願いします。
問 徳島県赤十字血液センター
☎088ー631ー3200

※県内他会場でも実施しています。
下記へお問い合わせください。

いきいき健口フェア

問 NPO 法人 徳島県断酒会事務局
☎088ー641ー0737

毎年6月にひまわり会館において開催して
いましたが、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止します。

けんこう

がん検診を受けましょう！

熱中症を予防しましょう
梅雨時期は、湿気とともに気温が上昇しま
す。暑さに慣れていないこの時期から夏に
向けて、熱中症に注意しましょう。

＋ 献血にご協力ください（6月）

がん検診を受けるには
6月末までにがん検診等受診券（右記見本）
が女性
20歳以上、男性40歳以上の方の自宅へ届きます。が
ん検診等受診券で、あなたが受けられる検診等を確
認できます。
7月からがん検診を集団検診、あるいは医療機関で
受診できます。

※昨年度から、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、完全予約制（検診日ごとに定員
あり）
で、当日受付はできませんのでご注意く
ださい。

がん検診等受診券 ( 見本 )

無料で受けられるがん検診等があります

③小まめに水分補給を
◦喉が渇く前に水分補給
◦1日当たり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

■無料のがん検診
阿南市国民健康保険被保険者、高齢受給者、後期高齢者医療被保険者、市民税非課税
世帯、生活保護世帯
※検診費用は、がん項目により異なります。
詳細は、来月の広報あなん7月号またはがん検診等受診券でご確認ください。

④日頃から健康管理をしましょう
◦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

■無料子宮頸がん・乳がん検診
検診対象者全ての方の費用が無料です。
受診の際はがん検診等受診券と健康保険等被保険者証をお持ちください。

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
熱中症は屋外だけでなく室内で何もしてい
ない時でも発症するため、注意しましょう。

■無料ＨＰＶ検査

（子宮頸がんを引き起こす原因ウイルスに感染しているかどうかの検査）
30歳、35歳、40歳限定
（令和2年4月2日～令和3年4月1日の間に達した女性）
の方に無料
で HPV 検査を実施します。
対象者には、6月下旬頃にHPV 検査無料受診券（黄緑色のはがき）
を送付します。

問い合わせ 保健センター ☎２２－１５９０

新型コロナウイルス感染症の影響により、上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。
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子育て ひ ろば
6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。

みんなのひろば

☎44ー5059

岩脇こどもセンター 平日9：30～11：30

1日㈫～4日㈮
おはなしを聞こう
7日㈪～11日㈮
おおきくなったかな？
14日㈪～18日㈮
つくってあそぼう
21日㈪～25日㈮
一緒にあそぼう
28日㈪～7月2日㈮ 七夕飾りを作ろう
※毎日11：00からはおはなしタイムです。

つどいの広場・すくすくin 阿南
●新型コロナウイルス感染症対策として9：30
～11：30での予約制となっています。詳しくは
各子育て支援センターまでお問い合わせくだ
さい。

すまいるひろば

☎22－8099

宝田こどもセンター 平日9：30～11：30

2日㈬～4日㈮
学ぼう！虫歯予防
7日㈪～11日㈮
しゃぼん玉であそぼう
14日㈪～18日㈮
家族へのプレゼント作り
21日㈪～25日㈮
乗り物あそび
※毎 週火曜日は行事の代わりに園庭開放
（10：30～11：10）
をします。

ふれあいひろば

☎28－1725

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
9日㈬ 桑野公民館
16日㈬ 加茂谷公民館
23日㈬ 福井公民館
※ひまわり会館すこやかルームは
4日㈮、8日㈫、11日㈮、15日㈫、18日㈮、
22日㈫
問 こども課 ☎22ー1593

おひさまひろば

平日 9：00～12：00
13：00～16：00

児童手当現況届は6月30日㈬までに
児童手当の現況届は、毎年6月1日現在にお
ける養育状況等を把握し、引き続き児童手当
を受けられるかどうかを確認するためのもので
す。該当者には5月末に市から関係書類を送
付しますので、現在児童手当を受給されてい
る方はお早めに現況届を提出してください。
なお、現況届の提出がない場合には、6月分
（10月振込分）
以降の児童手当が受けられなく
なりますのでご注意ください。
提出期限 6月30日㈬
提出先 こども相談室または各支所、各住民
センター
問 こども相談室 ☎22ー1677

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ー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ー1677

阿南ファミリー・サポート・センター

●つくるん day
6月の行事予定
「フラ
ワーアレンジメントをつくろう」
1日㈫～3日㈭
父の日のプレゼント作り
1日㈫～4日㈮
防災公園へお散歩
色と
り
どりの花や葉っぱに癒されよう。
4日㈮
午後休園
7日㈪～11日㈮
あじさいスタンプ
7日㈪～18日㈮
フ
リーマーケ
ッ
ト
14日㈪～18日㈮
ミニリトミック
（楽器と体
※7日㈪と14日㈪は遊ぶことができません。
を使って遊ぼう）
21日㈪～25日㈮ 発育測定
21日㈪～25日㈮
みんなでつくろう
23日㈬
誕生会 ※誕生児優先
28日㈪～7月2日㈮ おはなしだいすき
25日㈮
おはなしコロリン
29日㈫～7月2日㈮ 七夕飾り作り
ひだまりひろば ☎36－2241
※新型コロナウイルス感染症の感染対策として
新野こどもセンター 平日9：30～11：30
毎日予約制にしています。詳しくはお問い合
1日㈫～4日㈮
おはなし大好き
わせください。
（絵本・紙芝居・手遊び） 問 阿南市子育て家庭支援センター
7日㈪～11日㈮
家族の日製作
羽ノ浦町明見295番地1
日時 6月18日㈮
14日㈪～18日㈮
身体計測
☎44ー2205
13：30～15：00
21日㈪～25日㈮
作ってあそぼう
場所
阿南ファミサポ
「ひっくりカエル」
親子の絆づくり
〝赤ちゃんがきた！〟
材料費 700円
（BP1プログラム）参加者募集
（花器付き）
初めての赤ちゃんを育てているお母さんへ
にこにこひろば ☎42－0720
定員 10人（先着順） ※要申込
今津こどもセンター 平日9：30～11：30
対象 生後2～5カ月までのお子さん
（第1子）
とお母さん
（令和3年1月～4月生まれ） ●事務所開所時間中は、ゆずり受けた子ども
1日㈫～4日㈮
身体計測
日時 6月24日㈭、7月1日㈭、8日㈭、15日㈭
用品を必要な方がお持ち帰りできる子育て
7日㈪～11日㈮
園庭開放
各回10：00～12：00
用品リユースコーナー「おゆずりタウン」をど
14日㈪～18日㈮
ふれあいあそび
（週1回の4回連続講座）
なたでも
ご利用できます。
21日㈪～25日㈮
絵本の読み聞かせ
※県内・市内の新型コロナウイルス感染拡大の
LINE 公式アカウントを開設しました
28日㈪～7月2日㈮ つくってあそぼう
状況により、日程は変更することがあります。
「友達追加」画面から2次元コードを読み取
場所 ひまわり会館1階 健康ルーム
ると、おゆずりタウン☆阿南ファミサポの友
なかよしひろば ☎21－2002
定員 5組～10組（先着順）
達登録ができます。
平島こどもセンター 平日9：30～11：30
参加費 無料
阿南ファミサポのお知らせや
※要申込
（BP1プログラム申し
5月31日㈪～4日㈮ ぬりぬりあそびをしよう
おゆずりタウンの情報を発信
込みフォームからお申し込み
7日㈪～11日㈮
おはなしたのしいな
しています。
ください。）
14日㈪～18日㈮
身体計測
問 保健センター
21日㈪～7月2日㈮ 七夕飾りを作ろう
問 阿南ファミリー・サポート・センター
☎22ー1590 FAX22ー1894
☎24ー5550
橘こどもセンター 平日9：30～11：30

新型コロナウイルス感染症の影響により、上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。
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～一人の百歩より百人の一歩前進を～

識字運動から学ぶ

（34）

坪井 次郎 さん

前阿南市人権教育・啓発講師団
講師

阿南市の花「ひまわり」の花言葉は、
「 光 輝 く 」 で す。 人 権 に つ い て 考 え
守っていくことが、まさに光り輝く
阿南市づくりにつながります。
人権教育・啓発コーナー「ひまわり」
では、人権に対する思いを掲載して
いきます。
別解消に向かって資質の向上に努め
ています。
２ 識字 学 級 の さ ら な る 進 展 を め ざ
して
県内の識字学級の状況ですが、現
在、６つの市や町で 学級が文字を
奪い返す運動として開設されてお
り、１９７５年５月に徳島市の鮎喰
識字解放学級が県内で一番早く取り
組まれて学習に励んでいます。
「 よ う け お る な あ、 先 生。 こ れ み
んな、部落差別をなくしていく仲間
え？」これは、私がある識字学級生
と全国同和教育研究大会（以下全同
研大会）に初めて参加したときのこ
とでした。それは、第 回全同研大
会松山大会（１９８６年）で、全国
から集まった参加者が３万人をはる
かに超える人々の熱に、ただただ圧
倒され、心を揺さぶられました。
私が共学者として識字学級に参加
したのが、１９８６年でした。当時
の代表者や識字学級生は開設するに
当たって、行政の関係者に何度も何
度も面会しお願いに行きました。こ
れは、行政からの識字学級開設の声

掛 け で な く て、 地 域 か ら
の盛り上がりでした。
開講当時の識字学級生
は、
「私や鉛筆や持ったこ
と な い。」 こ の 言 葉 を 聞
き、 美 術 の 先 生 に、 鉛 筆
を握った様子をデザイン
してもらってコピーした
も の を、 教 室 に 誰 も が 見
えるように何枚も掲示し
ま し た。 識 字 学 級 生 か ら
は、
「これで、やっと孫と
一緒に勉強できる。」など
口々に喜びの言葉が出て
い ま し た。 学 習 中 に あ る
識 字 学 級 生 は、「 私 や な、
家が貧しくて、
学校や行っ
たことがない。」と言って
学習に励んでいました。
こ れ は ま さ に、 部 落 差
別に対してまっすぐに
前 を 向 い て い て、 一 生
懸命文字を取り戻そう
と し て い る 姿 で す。 そ し
て、 非 常 に 明 る い 識 字 学
級 生 は、 夜 遅 く ま で 学 習
し て い ま す。 こ れ が 解 放
運動の原点につながって
い き、 部 落 差 別 と 真 っ 向
にぶつかっている識字学
級生と共に学習すること
の大切さを痛感していま
す。
つ づ き は 次 回、 ７ 月 号
で掲載します。

※ある識字学級生からの手紙

問い合わせ
人権・男女共同参画課
☎ ー３０９４
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ひまわり

１ はじ
 めに
皆さん、人権・同和教育に関する
啓発用の看板があるのは、ご存知で
すか。徳島県庁の西側の交差点から
見える敷地内に「知ろう 考えよう
なくそう 部落差別」のスローガ
ンが、大きく掲げられています。
「みんなでなくそう 部落差別」
このスローガンは、小松島市の庁舎
の屋上にあります。
阿南市では、毎月第１日曜日を「家
庭人権学習の日」と定め、家庭から
差別をなくしていくとともに、豊か
で明るい街づくりを推進していこう
と取り組まれています。これは、差
別 を な く す 取 組 か ら、「 い の ち を 大
切にしましょう」と行政自ら推進し
ている実態です。
他の市町村においても、人権教育
の大切さを全面的に打ち出して、差
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人権教育・啓発コーナー

市民の情報ひろば
お 知 らせ
徳島県委託事業
徳島県福祉人材センター
アイネット

福祉のお仕事相談

福祉のお仕事を探している方、興味がある方！
就職や転職活動のこと、福祉の資格取得など
について、相談を受け付けています!!
アイネットでは福祉のいろんなことを応援してい
ます。
◆福祉のお仕事紹介
◆福祉の資格のご相談
◆介護福祉士・保育士等の修学資金等の貸
付
◆福祉の知識・技能取得セミナー
◆履歴書の書き方や働き方等のアドバイス
◆小中高大学等での福祉の授業
問 徳島県福祉人材センターアイネット
（徳島県社会福祉協議会内）
☎088ー625ー2040
https://ainet-tokushima.jp

募

集

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練 受講生募集

市民の情報ひろばへの掲載について

問 ポリテクセンター徳島
☎088ー654ー5102
※平日9：00～17：00

カイロプラクターによる
からだのゆがみとり運動教室

県立南部テクノスクール
受講生募集

対象 ひ
 とり親家庭の母・父
（配偶者の暴力に
より、親と子で避難している等、婚姻の
実態は失われているが、やむを得ない
事情により離婚の届出を行っていない
方を含みます。）および寡婦。なお、定
員に満たない場合は、ひとり親家庭の
子どもも受講できる場合があります。

訓練科 介護実務者・同行援護研修科
内容 介護実務者研修課程修了
定員 15人
対象 離転職者等で、公共職業安定所長か
ら受講あっせんを受けた方
訓練期間 8月5日㈭～令和4年2月4日㈮
※日、祝日、お盆、年末年始は休校日
訓練時間 9：15～16：40
訓練場所 阿南建設会館
受講料 無料 ※テキスト代は自己負担
申込期間 6月9日㈬～7月8日㈭
申込先 居住地を所管する公共職業安定所へ

「就業支援講習会」受講者募集

調剤薬局事務講習会
日程 7月21日㈬、23日㈷、28日㈬、
30日㈮、8月4日㈬ 10：00～16：00
※8月4日㈬のみ10：00～12：00
場所 商工業振興センター
受講料 無料（テキスト代3,667円は本人負担）
定員 5人
申込方法 メール、電話、郵送、ファクスでお
申し込みください。
申込締切日 7月14日㈬
問〒
 770ー0943 徳島市中昭和町1丁目2
番地 徳島県立総合福祉センター2階
（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
☎088ー654ー7418
FAX088ー654ー7414
e-mail:boshi-04@song.ocn.ne.jp

開催日 6月12日㈯ ※小雨決行
内容 9：00中浦緑地公園集合～防災公園
～御獄神社～たちばな観音～阿南
CC 入り口～阿南二中～12：00頃中
浦緑地公園で解散
※当日受付です。
参加費 100円
交通 徳島バス橘線利用7：15JR 徳島駅前
～8：00羽ノ浦南～8：18富岡～8：28
橘営業所～8：31橘西バス停着の下り
駐車場所 国道付近から案内します。
問阿
 南歩こう会 新川
☎・FAX22－3188

「第47回親と子の水泳教室」
参加者募集
対象

 ぐことができない、または10m 程度
泳
の泳力がある小学生とその親
骨盤のゆがみを整えることで症状の改善をめ 日程 7月30日㈮、31日㈯、
8月1日㈰、6日㈮、7日㈯、8日㈰
ざします。一緒に楽しく運動しましょう。
時間 10：00～11：00
場所 スポーツ総合センター 温水プール
日時 ６月６日㈰、27日㈰ 10：00～11：30
参加費 利
 用料が毎回必要です。
場所 夢ホール
（文化会館） 工芸室
（大人500円、子ども300円）
参加費  1,000円（用具貸出費含む）
定員 40人 ( 先着順 )
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。 受付期間 6月7日㈪～7月16日㈮
17：00まで
問 日本カイロプラクティック連合会会員
問 スポーツ振興課 ☎22－3394
橋本 ☎090ー5278ー9359
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メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

ひとり親家庭の母・父および寡婦のための

たちばな観音まで歩こう（約7km）

募集訓練科
▶ CAD 機械科（6カ月）
▶住環境計画科（6カ月）
訓練期間 ８月２日㈪～令和４年１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 ５月28日㈮～７月２日㈮

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。 ８月号の締め切りは６月30日㈬です。

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

問 公共職業安定所
または南部テクノスクール

☎26ー0250

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、詳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ー6888ー5686
コロナ禍にも負けない！ 阿南に響かそう！
「こどもの歌声」で明るく楽しい家庭
阿南市コロナ対策ガイドラインを厳守し
「安全安心」な活動を行っています

阿南少年少女合唱団 団員募集 !!

お子さまに応じた音感教育や音楽のお稽古
（理論）
も指導しています♪
練習日 毎週土曜日
時間 13：30〜15：30
（各クラス1時間のレッスン）
練習場所 ひまわり会館 21世紀室
対象 3歳から高校生まで
募集人数 3密を避けるため5人以内
（先着順）
※詳しくは下記メールまたは電話にてお問い
合わせください。
問 阿南少年少女合唱団マーガレットの会
会長 ( 保護者会会長 ) 初崎
☎090－7623－0222
e-mail:mamion711＠ docomo.ne.jp

新型コロナウイルス感染症の影響により、上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。

保育士による
ベビーマッサージ＆スキンケア教室

●ベビーマッサージ教室
赤ちゃんとのお出かけに、ママの気分転換にも♪
日時 6月4日㈮  10：30～11：30
内容 筋力 UPすくすくべビマ
対象 生後2カ月～1歳頃までの赤ちゃんとママ
●男の子のためのベビースキンケア教室
お母さんには分からない男の子のおちんちん
ケア。小さい頃からのケアで清潔を保ち、
トラブ
ルが起こりにくくなります。おうちですぐできるケ
アを学びましょう♪
日時 6月9日㈬ 10：30～11：30
対象 0歳～の男の子とママ
＜共通事項＞
場所 ラヴォワール( 向原町天羽畭115番地1)
参加費 １回1,500円 ※要予約
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
PLUS BABY
玉置 ☎090ー2895ー0224

阿南高専公開講座
参加者募集

放課後児童クラブの支援員を
募集します
勤務先 阿南市内の放課後児童クラブ
資格 放 課後児童支援員、保育士資格、教
員免許、社会福祉士などの資格をお持
ちの方または取得予定の方
業務内容 遊びや宿題の指導、運営に関す
る事務等手伝い、清掃等の施設
の維持管理
※賃金や勤務条件は、各クラブによって異なり
ます。
※勤務クラブ、応募方法等についてはお問い
合わせください。
問 阿南市児童クラブ連絡協議会
☎090ー6285ー0189

片山

阿南市国際交流協会の
語学教室で
学びませんか !!

〈共通事項〉
場所 阿南高専
受講料 無料（別途傷害保険料が必要）
申込方法 メールでお申し込みください。
※詳しくは、阿南高専ホームページでご確認く
ださい。
問 阿南工業高等専門学校総務課
企画情報係 ☎23ー7215
※平日9：00～16：00
e-mail:kikaku@anan-nct.ac.jp

川口ダム自然エネルギーミュージアム

無料工作「アジサイしおりづくり」

アジサイの花びらを使って、季節感いっぱいの
しおりを作ろう。
日時 6月5日㈯～27日㈰の土、日曜日
9：30～16：30（製作時間5分程度）
場所 川口ダム自然エネルギーミュージアム
参加費 無料
※予約不要
問 川口ダム自然エネルギーミュージアム
（那賀町吉野字イヤ谷72番地1）
☎0884ー62ー2209
休館日 毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）
開館時間 9：30～16：30 入館料 無料
URL：https://www.kre-museum.jp/

阿南市 B&G 海洋センター
7月のイベント

小学生から大人まで受け付けています。
●日本語教室
日程 毎週日曜日
▶10：00〜12：00（富岡公民館）
▶13：30〜15：30（新野公民館）
参加費 無料
※教科書代が約2,750円必要です。

●うみてらすハワイアンダンス教室
日時 7月10日㈯ 10：00～11：00
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
参加費 500円 定員 15人
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
講師 わけべのりこフラスタジオ
安室英子さん

●英語教室
日程 第2、4月曜日 19：30〜21：00
場所 富岡公民館
参加費 3カ月4,000円

●うみてらすドローン体験会
日時 7月17日㈯ 10：00～12：00
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
対象 小中学生以上
（小学生については保護者の同伴要）
参加費 無料 定員 10組
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
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

●化学実験でみつけよう自由研究の種！
化学実験を通して自由研究のヒントを見つけ
てみませんか。家庭で手に入るものでも化学
●中国語教室
の実験はできるんです！デンプンの分解反応、
日程 毎週木曜日 19：30〜21：00
炎色反応、COD 測定の実験をします。
場所 富岡公民館
日時 7 月17日㈯ 9：00～12：30
参加費 1カ月3,000円
対象 小学校中学年～高学年の方
定員 10人
問 阿南市国際交流協会 野村
申込期間 6月14日㈪～25日㈮
☎090ー4975ー8016
●とくしますぎの「九九の糸かけ」をつくろう
九九を視覚的、芸術的に覚える「九九の糸か
け版」を作ります。それぞれの段により異なる図
形ができる理由を一緒に考えましょう！
日時 7月22日㈷ 10：00～12：00
対象 小学1～3年生の方
定員 10人
申込期間 6月21日㈪～7月2日㈮

イベント

親子和太鼓体験教室 参加者募集
ストレス発散、運動不足
解消に！和太鼓の響き、
轟を感じてみませんか。
日程 第1回 6月 4日㈮
第2回 7月 2日㈮
第3回 8月 6日㈮
時間 各日19：00から約1時間程度
場所 宝田公民館2階 ホール
対象 5歳から小学6年生の子どもと保護者
募集人数 5組10人程度
（電話受付先着順）
持参物 飲み物、上履き
※練習中もマスク着用をお願いします。
※新型コロナウイルス感染状況により予定を変
更する場合があります。
問 あなん子ども太鼓保護者会
☎090ー3182ー8502

●親子で体験！海辺のまなびや
日時 7月25日㈰ 13：00～15：30
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
対象 小中学生とその保護者
参加費 500円 定員 10組
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
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
●メチャめちゃ楽しい♪
Zumba（ズンバ）教室
日時 7月31日㈯ 19：00～20：00
場所 うみてらす北の脇1階 艇庫
参加費 500円
申込方法 当日うみてらす北の脇にて受付
（18：30～受付）
講師 一般社団法人 NICE
問 スポーツ振興課

☎22ー3394
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阿南市のフェイスブックに掲載している情報からピックアップしてご紹介します。

フェイスブックでは、さらに阿南市や
地域の出来事をチェックできます!

地域おこし協力隊に2人を迎える

4月1日、市役所にて地域おこし協力隊の辞令交付
式が行われました。新たに隊員となったのは、柳田主
税さん（36歳、阿南市出身）と平瀬紗衣さん（20
歳、兵庫県芦屋市出身）です。隊員たちは、市内の
移住支援団体に配置され、地域の活性化に向けた活
動を行います。

News Oasis

図書館カウンターがオープン

4月14日、市役所２階の市民交流ロビーに、常設の
「阿南市立図書館カウンター」を開設しました。オー
プニングセレモニーでは、市民や関係者等約50人が出
席し、門出を祝いました。自習スペースとして学習室を
設ける（6ページ参照）など、さまざまな形で利用で
きるようにしています。

阿南市の景色を写し取る

ハイブリッド車から電力供給

回想法で認知症予防

防災啓発冊子「新野町の防災」を製作

阿南市セニヤクラブ連合会が発行する機関誌「セニ
ヤ」に長年、表紙の写真を提供された木田英之さん
（宝田町）の写真展が４月13日～16日、ひまわり会館
で開催されました。写真では、阿南市の景色の移り変
わりが克明に写し取られており、市の歴史を知る上で
も貴重なものです。

回想法を取り入れた認知症予防が、高齢者が介護
予防活動に取り組む「通いの場」で始まりました。回
想法は、古い写真を見たり、懐かしい話をしたりして、
幼少期からの出来事を振り返ります。そのことで記憶
が呼び覚まされ、脳が活性化し、認知症予防につな
がると期待されます。

4月27日、市役所にて、本市はネッツトヨタ徳島株
式会社と電力供給協力に関する協定を締結しました。
災害時の避難所等で、ハイブリッド車等から電力の供
給を受けます。また、同社から新型コロナウイルス感
染症対策として20万円をご寄附いただきました。

新野地区の社会福祉協議会、民生委員児童委員
協議会が、南海トラフ巨大地震・津波など自然災害
に備える防災啓発冊子「新野町の防災～つながろう
新野～」を製作しました。冊子はA４版８ページで、
日頃から災害に備えるための準備物・方法や防災啓
発標語などを掲載しています。

広報 あなん

2021.06

26

6月の相談
開催日

時間

場所

予約受付

問い合わせ先

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止になる場合があります。

弁護士による法律相談（要予約）

3日㈭、17日㈭

※内容により、お受けできない場合があります。

9：30～11：30
市役所２階
市民生活課 ☎ 22―1116

8日㈫、22日㈫
204会議室（８日）
203会議室（22日）
※１人20分まで。

司法書士による法律相談 （要予約）
14：00 ～ 16：00
徳島県司法書士会

※１人 30 分まで。

25日㈮

ひまわり会館
☎ 088―657―7191（相談予約電話）

消費生活相談 （来所時は要電話）

平日開館

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

特設人権相談 

1日㈫

10：00 ～ 12：00
富岡公民館
人権・男女共同参画課 ☎ 22―3094

人権相談 

13：30 ～ 16：00
ひまわり会館
人権・男女共同参画課 ☎ 22―3094

女性のための生き方なんでも相談 （要予約）

1・8・15・22・29 日
13：00 ～ 17：00
11・25 日
13：00 ～ 16：00
予約時にお伝えします
随時
相談予約電話（人権・男女共同参画課） ☎ 22―0361
今月の相談はありません。

9：30 ～ 15：30
市商工業振興センター
１カ月前から電話による完全予約制
徳島南年金事務所 ☎ 088―652―1511

※7月の相談日は8日㈭です。

心配ごと相談 

10：00 ～ 15：00
社会福祉協議会

7日㈪、14日㈪、21日㈪、28日㈪

ひまわり会館１階
☎ 23―7288

空き家・空土地有効活用相談会

8日㈫

10：00 ～ 13：00
市役所 2 階 市民交流ロビー
4日㈮までに
徳島県宅地建物取引業協会阿南・海部支部 ☎ 23―7408
または住宅課 ☎ 22―3431

中小企業の経営相談会（要予約）

17日㈭

9：00 ～ 17：00
市役所 2 階 208会議室
前日までに徳島県よろず支援拠点へ
徳島県よろず支援拠点 ☎ 088―676―4625
または商工政策課 ☎ 22―3290
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●休日昼間
日

9：00～17：00

医 療 機 関 名

所在地

問い合わせ

宝 田 町 ☎ 28―6200

13日 村上内科外科医院

那賀川町 ☎ 42―3110

20日 阿南市夜間休日診療所

宝 田 町 ☎ 28―6200

27日 玉真病院

宝 田 町 ☎ 23―0551

※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さい。
当日変更する場合があります。

●夜間（毎日）の当番 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ｰ1120
音声案内 ☎22ｰ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。

防災行政無線の自動電話応答サービス ☎28-9000
18日㈮

年金相談 （要予約） 

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。

6日 阿南市夜間休日診療所

13：30 ～ 16：30
市役所１階 相談室
１カ月前から
市民生活課 ☎ 22―1116

行政相談委員による行政相談

６月の夜間・休日診療

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。通話料は利用者の負担になります。

６月の市税
■ 市県民税（第1期・全期）
■ 国民健康保険税 （第 1 期）
納期限は、6 月 30 日㈬です。
納め忘れのないようにしましょう。

６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 16日㈬ 17：15～19：15
正面玄関からお越しください。
日曜窓口 27日㈰ 8：30～17：00
東玄関からお越しください。

問い合わせ

税務課納税係

☎ 22-1792

６月の平日延長窓口
2日㈬、 16日㈬ 17：15～18：15
●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。）

問い合わせ

市民生活課

☎ 22-1116

新型コロナウイルス感染症の影響により、上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。
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我がまちを︑
より良くするために

咲 か せよ う 夢・ 未 来 計 画 2028

シリーズ 総合計画 ①

人口減少社会を前向きに捉え、
全ての市民の力を結集し、
未来に対する夢と希望、
そして環境の変化や多様化に適応する
しなやかさ を持って、
前例のないまちづくりに挑戦します。
この新しいまちづくりの羅針盤となる
「阿南市総合計画2021▶2028」
を策定しました。
今月号から８回にわたり、
総合計画をご紹介します。

多様な産業が咲き誇る
生涯チャレンジ都市 阿南

2028年の
都市像

人口と
世帯数
（男）34,662 人（+42）（女）36,688 人（-28） 令和3年4月末日現在 カッコ内は前月対比

人口 71,350 人（+14） 世帯数 31,266 世帯（+60）

〜多様な産業が咲き誇る〜

〜生涯チャレンジ都市〜

四国横断自動車道や阿南安芸自動車道の開通を視野に入

子どもから高齢者まで、市民一人ひとりが自分らしさや

れ、5G（第5世代移動通信システム）などの未来技術の地

生きがいを発見し、生涯にわたり主体的に何度も挑戦

域社会への実装など、本市の秘めたる可能性を開花させ

し、活躍できる地域社会を実現します。チャレンジ精神

るための新たなインフラや地域資源を生かした産業の更

の醸成により、地域課題の解決やまちの将来に対する市

なる振興と多様化を進め、次世代・未来につながる新た

民の関心を高めることにもつなげ、SDGsにある「パート

な産業を創出しながら、本市の魅力と持続可能性を高め

ナーシップで目標を達成」する、持続性のある都市をめ

ていきます。

ざします。

総合計画 × SDGs

総合計画の構成と計画期間

基本
構想
基本計画
実施計画

本市がめざすべき将来都市像を描き、それを実現す
るための「政策の大綱」を示します。期間について
は、令和３年度（2021）から令和10年度（2028）までの
８年間とします。

総合計画の各施策分野にSDGsのめざす17のゴール
を関連付けることにより、SDGsを一体的に推進し、
持続可能なまちづくりを進めます。

基本構想に基づき実施する具体的な施策の内容を
示します。４年目に実施する検証・評価に基づき見
直しを行います。
基本計画に示す施策ごとに実施する具体的な事業
を示します。期間は向こう３年間とし、毎年度見直
しを行います。

問い合わせ

企画政策課

☎２２ー３４２９

