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阿南光 甲子園に挑んだ夏。

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
朱を考古学する 史跡若杉山辰砂採掘遺跡講演会
東京2020パラリンピック
聖火フェスティバル阿南市採火式

（8月13日・キッズベースシーズ）

打線に捉えられ、また相手投

阿南光 甲子園に挑んだ夏。
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子園出場を果たしました。

大会第４日の８月 日、第３
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胸に、そして野球のまちの歴
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８月1日、阿南光高校を応援するため、
野球のまち阿南推進協議会が市役所庁
舎正面玄関に横断幕を設置しました。
横断幕は縦1.2メートル、横9メートル。
白地に「祝阿南光高校甲子園出場」と
記されています。

試合に沖縄県代表の強豪・沖
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８月２日、阿南光高校の西校長や野球部の中
山監督、選手などが市役所に表敬訪問していた
だきました。萩野主将は、
「粘り強く泥くさく戦う。
一戦必勝で頑張りたい」と決意を表明。表原
市長が、
「市民の声援を受け、持てる力をいか
んなく発揮してほしい」とエールを送りました。

祝甲子園出場
市庁舎に横断幕

史に深く刻まれました。

８月５日、市役所で市民などが阿南光高校の生
徒手作りの竹紙に激励の寄せ書きをしました。
縦0.9メートル、横1.8メートルの竹紙に「甲子
園で輝く光になれ」などと書き込んでいました。
同校は、地域課題となっている放置竹林の解決
のため、竹の活用に取り組んでいます。

一戦必勝で頑張る
市役所に表敬訪問

縄尚学高校と対戦しました。

竹紙に思いを込めて
市民が激励の寄せ書き
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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたお願い
全国的に新型コロナウイルス感染症の第５波が到来しています。その背景には、従
来のコロナウイルスより感染力が強い「デルタ株」への置き換わりが進行し、若い
世代や中年層にも拡大している兆候が見られます。また、夏休みなどの連休に伴い、
人流の増加や飲食店、宿泊施設の利用など、人との接触が増加傾向にあります。感
染拡大を防止するためにも、今一度、以下の感染防止対策に努めていただくようご
理解とご協力をお願いします。

市民の

皆さまへ

●都道府県をまたぐ移動は一層慎重に判断してください。特に緊急事態宣言対
象地域やまん延防止等重点措置区域への「移動は原則中止・延期」にご協力
ください。
●３密（密閉・密集・密接）の場面はもとより２密・１密についても回避する

予防接種後の
健康被害救済制度
予防接種は感染症を防ぐため
に重要なものですが、極めてま

れに健康被害の発生がみられま
す。新型コロナワクチンの接種
についても、健康被害が生じた
場合には、予防接種法に基づく
救済を受けることができます。
詳しくは、厚生労働省ホーム
ページをご確認ください。

よう心掛けてください。
●基本的対策（マスク着用、咳エチケット、うがい、手洗い手指消毒、大声を

出さない）の徹底にご協力ください。
●飲食店、宿泊施設は、
「コロナ対策三つ星店」
（ガイドライン実践店ステッカー、
PCR 定期検査協力店ステッカー、とくしまコロナお知らせシステム）を利用
してください。

事業者の
皆さまへ

●人流抑制のためテレワークを一層推進し、出勤や出張は必要最低限にするよ
うご協力ください。
●飲食店でのカラオケ設備の利用自粛にご協力ください。
●従業員の体調管理を徹底し、定期的な検査実施にご協力ください。

発熱等の症状がある方の「相談・受診」の方法について
発熱等の症状が生じた場合には、まず身近な「かかり
つけ医」に電話相談し、受診や検査の指示を受けるよう
にしてください。
「かかりつけ医」がなく、相談できる医療機関もない場
合は、下記までお電話いただければ、受診可能な「診療・
検査協力医療機関」をご案内します。
阿南保健所 ☎28－9874 FAX22－6404 または
受診・相談センター ☎0570－200―218（24時間対応）

FAX0120－946－199
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発症や重症化の予防ができると期待されていますが、必ず
しも新型コロナウイルスに感染しないというものではあり
ません。また、ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、
ワクチンを接種した方も接種してい
ない方も、共に社会生活を営んでい
くことになります。
ワクチンを接種したことで安心感
があるかもしれませんが、公共の場
では３密（密集、密接、密閉）はも
とより２密・１密についても回避、
マスク着用、手洗いや手指消毒など

海外渡航予定がある方に

新型コロナウイルスワクチン接種証明書を交付
海外渡航予定がある方を対象に、新型コロナウイルスワクチン接種証明書の交付
申請受付をしています。当面は、現に海外渡航の予定がある方のみ対象です。
海外渡航時の利用以外で接種の記録が必要な場合は、接種時に交付されている「接
種済証」または「接種記録書」をご利用ください。
・阿南市が発行した接種券で接種を受けた方
・阿南市で発行した接種券付き予診票で接種を受けた方

対象者

※引っ越しなどで1回目と2回目で接種した市区町村が異なる場合は、
それぞれの市区町村に対して申請をする必要があります。

申請方法

①郵送申請

〒774－8501 富岡町トノ町12番地３
阿南市役所 阿南市コロナワクチン対策チーム

②窓口申請 市役所１階 多目的スペース
申請に必要なものなど詳しくは、市ホームページをご覧ください。

宛

証明書の発行については、後日郵送としています。

県内のコロナウイルスに関する一般相談窓口
聴覚に障がいのある方など、電話でのご相談が難しい方は、FAX をご利用ください。

ワクチンを接種した方は、新型コロナウイルス感染症の

の感染防止対策を継続してください。

問い合わせ

☎0120－109－410（24時間対応）

ワクチン接種後も
感染防止対策の継続を

阿南市コロナワクチン予約・相談窓口（コールセンター）

【電話番号】 ０８８４－２２－１４９９

【受付時間】 9：00～18：00( 土、日、祝日も対応 )
接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問は、下記までお問い合わせください。
厚生労働省

新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口（コールセンター）
☎0120－761－770
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敬老記念事業
（長寿者祝金）
について

多年にわたり社会の発展に尽力された高齢者
を敬愛し、長寿を祝うとともに、敬老理念の普及
と高齢者福祉等への関心を高めるために実施して
います。
支給 対象者 令和３年４月１日現在において、年
齢が満77歳、88歳の方、90歳以上の方で、９
月１日現在、住民基本台帳に登録されている方
支給金額 ▶77歳 8,000円
▶88歳 15,000円
▶90歳以上100歳未満 5,000円
▶100歳以上 20,000円
※全て年１回
支給方法 民生委員が９月〜10月末の間にご自
宅を訪問し、お渡しします。100歳以上の方は
市が敬老の日に訪問します。
問い合わせ

地域共生推進課

以上、ご寄贈いただき
ありがとうございました。


令和３年１０月採用予定

会計年度任用職員
（ごみ収集作業）の募集

Ｑ

Ｑ＆Ａ

国民年金に加入している夫が病気で
亡くなりました。これまで夫の収入
だけで生活していたので、これからの生活
が不安です。何か受けることができる年金
はありませんか。

Ａ

国民年金加入中の方や老齢基礎年金
を受ける資格期間を満たした方が亡
くなられたときは、亡くなられた方に生活
を支えられていた「子のある配偶者」また
は「子」に、子が18歳に達する日以後の最
初の3月31日までの間（一定の障がいのあ
る場合は20歳までの間）、遺族基礎年金が
支給されます。
ただし、死亡日の属する月の前々月まで
の期間について、保険料納付済期間（免除
期間含む）が3分の２以上または直近１年
間に保険料の未納がないことなどの条件を
満たすことが必要です。
保険年金課

阿南市へ
●金258,268円
阿南市教育会 OB 木曜会
会長 長町達也様から
市立図書館の児童書充実のための資金として
●ウイルス増殖環境消滅スプレー120本
シムテック共同組合 works HAUNT
代表 和渕誉貴様
シムテック共同組合 阿部商事株式会社
代表取締役 阿部𠮷郎様から
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
●車いす１台（南部健康運動公園に設置）
身体障がい者クラブ レッツ無限様から
公共施設における福祉サービス充実のため
●純米甘酒アイス90食（老人ホーム福寿荘へ）
観光農園サニーズファーム様から

☎22ー3440

年金相談

問い合わせ

おくりもの

☎22ー1118

応募資格 平成１５年１０月１日以前に生まれた方
給与 日額９,０２０円。通勤手当
（規定あり）
勤務時間 原則として月～金曜日の
7：30～16：00
（休憩６０分）
勤務先 エコパーク阿南
採用予定 ５人程度
応募方法 履歴書
（市販のものに自筆、写真貼付）
を
生活環境課へ提出してください。募集案内は、応
募期間中に生活環境課で配布します。
応募期間 ９月１日㈬～１３日㈪の
8：00～16：00
（土、日曜日は除く）
選考日 ９月１６日㈭
選考内容 面接、体力テスト
場所 環境管理事務所
※記載された個人情報等は目的以外に使用しません。

問い合わせ

生活環境課

☎２２ー０００１
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表原市長と
未来を語りませんか
市長が、
「市民参加のマチづくり」を基本姿勢として市政運営に臨むため、将来における「阿南市のある
べき姿」や「マチづくり」等について、市民の皆さまと共有・協働を図ることを目的に、市長自らが市内で活
動しているグループ等の皆さまの元へ出向いて、
「生の声」をお聞かせいただき、意見交換を行う「出前市
長」を月１回程度
（議会開催月を除く）
行います。
皆さまからいただいた貴重なご意見・ご提言は、本市の各種計画等に可能な限り反映させていきます。

市民と意見交換をする表原市長

１ テーマ

出前市長で用いられるグラフィックレコーディング

「みんなで創るマチ」に関するテーマを基本としますが、他のテーマも受け付けます。

２ 募集対象

市内在住の方を中心として構成する団体および個人のグルー
プ等とします。
（NPO 団体やボランティア活動を行うグループ、
子育て中のお母さんのグループ、市内に移住してきた若者グ
ループ、アクティブシニア
（元気高齢者）
グループなど）

3 開催日時

原則、平日の10：00～21：00
（土、日、祝日は除く）
の１時間程度とします。

４ 開催場所

市内に限ります。会場の確保は申込団体でお願いします。

５ 参加人数

１団体１０人程度

６ 実施方法

事前に代表者と打ち合わせをさせていただきます。
内容により市の関係課職員が同行します。

７ 申込方法

申込書は市ホームページからダウンロードしていただくか、秘書広報課または各公民
館に備え付けています。必要事項を記入の上、郵送、ファクスまたはメールにて秘書広
報課までお申し込みください。

【申し込みについてのお願い】

主な意見交換の概要およびアンケート集計結果は、市ホームページ等に掲載しますので、ご了承ください。
問い合わせ 秘書広報課 〒774-8501 富岡町トノ町12番地3
☎22ー1110 FAX22ー4090 e-mail：hisho@anan.i-tokushima.jp
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月

ステーションプラザ

９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。
○花と香りの手作り小物 ８月３１日㈫～１２日㈰
○普段使いのハンドメイド １４日㈫～２６日㈰
○ナシの会ごちゃまぜ展 ２８日㈫～１０月１０日㈰
■体験コーナー
✿カラーボトル作り✿
１2日㈰ 1３
：0０～15：00 【申込締切日】10日㈮
【参加費】1,000円 【定員】6人 【持参物】
なし
✿一閑張り古布巻きネックレスと
ミニ・ミニカゴを作ろう✿
19日㈰ 13：00～15：00 【申込締切日】17日㈮
【参加費】1,500円 【定員】7人
【持参物】
タオル、はさみ
（布を切ります。）
☆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
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下水道接続のお願い
下水道は、居住環境を衛生的で快適な
ものにし、河川や海などの水環境の保全
にも役立つ大切な施設です。皆さんが下
水道に接続されることで、まちの衛生化
や、川や海の汚染防止が促進されます。
一人でも多くの方に接続していただく
ことが、
「美しいあなん」の実現につなが
るため、早期の下水道接続をお願いしま
す。

光のまち

下水道の使用にあたって
食べ物の残りや生ごみ、食用油などは、
下水道管が詰まったり、処理場の機能を
低下させたりするので、流さないように
してください。
下水施設の適切な維持管理にご協力く
ださい。

助成制度について
浄化槽やくみ取式トイレから下水道に
切り替える工事には、供用開始からの年
数に応じた助成制度がありますので、ぜ
ひご活用ください。なお、家の新築に伴
う下水道接続工事に対する助成はありま
せん。ご了承ください。
問い合わせ 下水道課
☎
１７９６

22

｜

〜下水道〜

9

715

連載㊲ ９月 日は﹁下水道の日﹂です

720

9

しいあなんを求めて

721

美

令和２年度の
接続率は
56.5％でした。

件数

下水道の日について
月 日は「下水道の日」です。立春
から数えて２２０日目にあたる 月 日
は「二百二十日（にひゃくはつか）
」と呼
ばれ、大雨に注意する日とされていまし
た。これが、公共下水道の大きな役割の
一つである雨水排除に通じることから、
この日が、公共下水道の普及促進をアピ
ールする「下水道の日」に選ばれました。
本市の公共下水道は、富岡町で整備が
進められています。富岡町の下水道は、
雨水と汚水を別々に処理する「分流式」
が採用されています。

令和２年度 富岡町の下水道接続状況（累計）
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工事は、排水設備指定
工事店にご依頼くだ
さい。指定工事店は、
市のホームページや下
水道課で確認するこ
とができます。

下水道マスコットキャラクター
「スイスイ」

教育委員会定例会だより

7月定例会
（7月27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地域おこし協力隊メンバーとの意見交換会及び第
４回学校統廃合を考える教育委員協議について
②管区別教育長会について
③市内小・中学校教頭研修について
④市青少年健全育成センター運営審議会について
⑤市勤労青少年ホーム運営審議会について
⑥市行財政改革推進本部会議について
⑦市学校給食審議会について
⑧市人権施策推進本部会について
⑨市人権ふれあいこども会交流会について
⑩有志教職員人権研修について
●阿南市教育振興基本計画等策定委員会委員の委
嘱について
（教育総務課）
●阿南市スポーツ総合センター管理規則の制定につ
いて
（スポーツ振興課）
●市議会６月定例会の委員会議案説明及び質疑に
ついて
（各課）
●学校給食基準給食費について
（学校給食課）
※定例会の日時は、市ホームページでお知らせしています。
問い合わせ

教育総務課

☎22ー3299
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いけるん? !

空き家を放置していませんか
セルフチェックシート
□ 雑草・樹木が繁茂している
□ 外壁や屋根・軒下が変形・破損・腐食している
□ ゴミの不法投棄がある
□ 窓のガラスが割れ、扉等が傾きにより開閉しない
□ 室内で雨漏りしている
□ 塀にヒビや傾き、割れがある
１つでも当てはまる場合は建物が老朽化しています！

空き家所有者は管理責任があります！
①損害賠償を請求されるかも？
！
計算例

そのまま放置すると…

②納付税額が高くなるかも ?！

特定空家等※に指定された後に自治体から改善

倒壊による隣家家屋の全壊と

の「勧告」を受けると、固定資産税等の「住宅用

夫婦、子ども１人の死亡事故の場合

地の特例措置」が適用されなくなります。

損害賠償額：約2億円
【参考】
日本住宅総合センターによる損害賠償額の試算例

適用された場合
200㎡まで 200㎡超過分
固定資産税課税標準額
1/6
1/3
都市計画税課税標準額
1/3
2/3
適用外となり、税額が高くなります！

※特定空家等とは…そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態。そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態。適
切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。

そうならないためにも

空き家を適正管理しましょう
！

◇継続的な維持管理に努めましょう。
◇相続をしたとき、速やかに土地・建物の登記手続きを済ませましょう。
◇地域の方や近隣の方に連絡先を伝えて、問題が起きた場合、すぐに対応できるようにしておきましょう。

空き家に関する相談等、
お気軽にお問い合わせください。
相談の内容
空き家を売買・
賃貸したい
空き家を解体したい
その他
総合的な相談窓口

9
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相

談

先

問い合わせ

公益社団法人 宅地建物取引業協会 阿南・海部支部
※また、毎月第2火曜日に無料相談会を市役所で実施していま
す。
（要予約）

☎23-7408

市役所

☎22-3431

住宅課

住まいの安全・安心係

那賀川の増水の危険性を分かりやすく発信します
長安口ダムの放流量を発信する放流警報表示板が設置されました。表示板は、回転灯と文字表示により、
その時の河川の危険度を各色により分かりやすく示すことで、流域にお住まいの方に避難判断を速やかに
していただくことを目的としています。近年では、異常気象等により豪雨が全国的に頻発している状況とな
っています。これらの情報や阿南市から発令される避難指示等の情報に十分ご注意いただき、皆さま一人
ひとりが命を守る判断や行動をお願いします。

橋
井
持

古庄水位観測所
▲▲
那賀川
橋

放流警報表示板設置位置図
那賀川

放流警報表示板（小型）

放流警報表示板
（大型）
（上中箇所）

放流警報表示板（大型）
回転灯

回転灯

放流警報表示板

放流警報表示板
加茂
谷橋
放流警報表示板
（小型）
（吉井上流箇所）

放流警報表示板
（小型）
（吉井下流箇所）

凡例
● 放流警報表示板設置箇所
表示板が見える向き
出典：国土地理院電子地形図を加工して作成

その時の警戒レベルに応じて、緑、橙、
赤、紫の各回転灯を点灯させます。回転
灯の色により危険度が判断できます。

放流警報表示板
長安口ダムの放流量を、その時の警戒
レベルに応じた色
（緑、橙、赤、紫）
文字に
て警報表示板に表示します。

紫 赤 橙 緑

回転灯

放流開始

緑

警戒レベル２

橙

警戒レベル３

赤

警戒レベル４

紫

警戒レベル５

緑橙赤紫

全点灯

放流開始

緑

警戒レベル２

橙

警戒レベル３

赤

警戒レベル４

紫

警戒レベル５

紫

各警戒レベルは、阿南市のタイムライン
（防災行動計画）
に基づいて古庄水位により色分けを行
います。詳細は那賀川河川事務所ホームページをご覧ください。
URL:http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/press-release/r3/r30802keihouhyoujiban.pdf

国土交通省四国地方整備局那賀川河川事務所
広報 あなん
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9月の風呂の日は

かもだ岬温泉を
ご利用ください

26日!
一般入浴料が
かもだ岬温泉は県内屈指の天然温泉 半額です!

です。ゆったりとおくつろぎください。

球場へ行こう!

９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
徳島ＶＳソフトバンク３軍

4日㈯

〇阿南市体育祭（軟式野球競技） ５日㈰
〇第11回西日本あかつき野球大会
11日㈯、12日㈰
〇第７４回徳島県高等学校野球秋季大会
18日㈯、19日㈰、20日㈷、

9月の休館日
6日㈪、13日㈪、21日㈫、27日㈪
問い合わせ かもだ岬温泉保養施設



☎21ー3030

農家の皆さまへ
稲刈り後の田の耕起について

稲刈り後の稲わらを田んぼに放置しておくと、大
雨や台風時の雨水と共に水路に流れ込み、水路が
詰まったり、漁港や漁場においては漁網に稲わらが
詰まる被害などが発生する恐れがあります。
災害防止のため、稲
刈り後は速やかにトラ
クターで耕うんしてい
ただけるようご協力を
お願いします。
問い合わせ

農地整備課

☎22ー1599

訂正 訂正しておわびします
「あなん市議会だより」第159号
（令和３年８月発
行）
の掲載内容に誤りがありました。
●3ページ、一般質問ダイジェスト、阿南市総合計
画2021▶2028、A
（アンサー）
中段
【誤】今後は、阿南の未来「自分ごと」会議の際に
【正】今後は、出前市長の際に
訂正しておわびします。次回11月発行予定の
「あなん市議会だより」第160号においても訂正内
容を掲載します。
問い合わせ

11
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議会事務局

☎22ー3399

23日㈷、25日㈯、26日㈰
〇第６４回阿南市中学校新人軟式野球大会
25日㈯、26日㈰
問い合わせ



野球のまち推進課

☎22ー1297

阿南ひまわり会館の
指定管理者を募集します

阿南市公の施設に係る指定管理者の指定手続
等に関する条例に基づき、阿南ひまわり会館の指
定管理者を募集しますので、指定を受けようとする
法人その他の団体等は、次の期間において、募集
要項等関係書類を入手してください。
期間 ９月1日㈬～10月1日㈮
※市ホームページにて募集要項を公表します。関
係書類は保健センター
（健康づくりセンター内）
で
配布します。
問い合わせ

保健センター ☎22ー1590

中止 中止になったイベント
●男性料理教室（後期）
人権・男女共同参画課

☎22ー3094

●第45回（令和3年度）成人大学講座
生涯学習課

☎22ー3391

新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、参加
者および関係者の健康と安全を第一に考慮した結
果、上記のイベント等の開催を中止させていただき
ます。
開催を楽しみにされていた皆さまには、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。

令和３年度
（第５０回）

阿南市文化祭作品の募集
阿南市文化祭は、昭和37年に始まった美術展を母体とし、昭和34年から続く学童展や、華道展
などが一堂に会して、昭和47年に第1回の阿南市文化祭が開催され、今年で50回目を迎えます。

短歌・俳句作品

美術展作品

※未発表のものに限ります。
作品数
・短歌 1首
・俳句 当季
（秋）
雑詠2句
応募方法
短歌大会
作 品、住 所、氏 名、電 話 番 号を明 記し、
1,000円分の定額小為替と共に封書にて、
文化振興課まで送付いただくか、短歌会地
区役員までご提出ください。
俳句大会
はがきに作品、住所、氏名、電話番号を明
記し、文化振興課まで送付してください。
送付先
〒774-8501 富岡町トノ町12番地3
文化振興課「短歌係」または「俳句係」
募集締切日 9月13日㈪
（必着）

問い合わせ

出品資格者 市内在住者または出身、もしくは市と関係のある
方
（小・中学生は出品できません。）
作品の部門 日本画、洋画、書道、写真、彫塑工芸
作品の規格 文化振興課で配布および市ホームページに掲載の
「令和3年度
（第50回）
阿南市文化祭美術展出品規定」をご参
照ください。
申込方法 専用はがき
（詳しくは、市ホームページをご覧ください。）
申込期限 9月18日㈯
出品点数 原則1人1点
（写真、彫塑工芸は2点まで出品可）
出品料 無料
（初めて出品される方は、市の美術協会の入会金
と会費として2,500円が必要です。）
作品の受付・搬入・搬出について
日時 10月26日㈫ 13：30～17：00
場所 文化会館 研修室
搬出 10月31日㈰ 16：30～、16：45～
※新型コロナウイルス感染防止のため、時
間指定があります。

文化振興課

☎22ー1798

後期高齢者に向けて

後期高齢者になって人生
を振り返ってみると、いろ
いろなことが思い出されま
す。中学校卒業と同時に、
集団就職で親元を離れ、三
重県津市の紡績工場に勤め
ました。仕事をしながら、
定時制の高
校に通いま
したが、結局
２年足らず
で集団生活
か ら 離 脱。
その後、お手
伝いとして
大阪で再就
職 す る も、就 職 先 が ３ カ 月
で倒産。すぐ違う会社にお
手伝い兼事務員として雇っ
て も ら い、そ こ で ３ 年 半 勤
めました。
歳のとき、母のたって
の希望で古里に帰って見合
い結婚をしました。当時は
義母の食堂を手伝っていま
したが、２番目の子どもを
妊娠したことを機に、主人
は配管工の技術を生かして
20

564

水道工事会社を起業。共に
会 社 を 切 り 盛 り し な が ら、
４人の子どもを育てまし
た。今も会社では浄化槽管
理や水道の修理工事を請け
負っています。
私は 代半ばに占いの勉
強を始め、初伝、中伝、奥
伝、師範と延べ５年程かけ
て 習 得 し ま し た。「道 の 駅
公方の郷なかがわ」の占い
コーナーを大福母さんとし
て 年務めた後、２年前に
宝田町の自宅に建物ごと移
転。九星気
学の占いと
人生相談を
行っていま
す。
占いは天
職と考えて
おり、これ
から先何年
できるかは分かりませんが、
人と関わっていくことを生
きがいに、老後も大好きな
仕事を続けていきたいです。
また、たくさん頑張られ
ている高齢者の姿を見るに
つけ、少しでも皆さんのお
役に立てるように、人生や
悩み事を話せる相手として
頑張りたいです。
次は、柳島町の上田光男
さんにお願いします。
20

松田

宝田町

40

喜代子さん
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夢ホール ホワイエコンサート
音楽を深める愉しみ 松岡貴史（作曲）
～ショパン「幻想即興曲」を中心に～
もっとショパンを味わうために、もっとショパンをかっ
こよく演奏するために、ピアノ演奏と楽しいお話満載。
日時 9月18日㈯ 14：00開演
場所 文化会館 ホワイエ
出演 松岡貴史
（作曲家） 徳島文理大学教授
入場料 一般500円、YCC 会員400円、仲良しチケット
（2人以上）
おひとり400円、未就学児無料
申込方法 ウェブの参加申込フォーム、
または電話でお申し込みください。

問い合わせ
文化会館「ホワイエコンサート」係

☎23ー5599

Soirée 山中雅博
テノール・リサイタル in 夢ホール
テノール歌手山中雅博の
迫力のある歌声と、軽妙な
おしゃべりをお楽しみくださ
い。
日時 10月１日㈮
19：00開演
場所 夢ホール
（文化会館）
出演 山中雅博
（テノール）
増田敏子
（ピアノ）
演奏曲目 いのちの歌、心
の瞳、ハナミズキ、オーソ
レミヨ、帰れソレントへ
入場料 【全席自由】1,000円
（当日500円増し）
チケット販売所 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）
、徳島新
聞社事業部
（各販売店で取次ぎ）
問い合わせ

文化会館

☎21ー0808

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

178 件（1,253）
0 人（3）
18 人（111）
291 件（1,838）
278 人（1,707）
0 件（23）

●阿南署管内令和３年 7 月分。カッコ内は 1 月からの累計。
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OKI トンコリライブ
サハリン島とトンコリと物語
OKI 旭川アイヌの血を引く樺太の伝統弦楽器「トン
コリ」奏者。アイヌの伝統を軸足に斬新なサウンド作り
で独自の音楽スタイルを切り拓きました。
日時 9月20日㈷ 14：00開演
場所 夢ホール
（文化会館）
入場料 【全席自由】1,000円
（当日500円増し）
チケット販売所 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）
、徳
島新聞社事業部
（各販売店で取次ぎ）
問い合わせ

文化会館

☎21ー0808

コスモホール クリスマスライブ
出演者募集
日時 12月12日㈰ 14：00開演
場所 コスモホール
（情報文化センター）
参加費 1組につき2,000円
定員 10組程度 ※出演の可否は後日連絡します。
募集締切日 10月25日㈪
応募方法 ウェブの参加申込フォームで、応募してください。
①バンド名
②代表者の氏名、メールアドレス、電話番号
③メンバー名
（パート、年齢、学年※中学生以上）
④出演者紹介 120字まで
⑤演奏曲目、演奏合計時間
⑥使用楽器、持ち込み機材
※ Gtアンプ
（2）
、Baアンプ・Keyアンプ・ドラムセット・
ピアノ
（各1）
、マイク／スタンドは用意しています。
⑦初めて出演の方は演奏の録音データ
（1分程度）
を
ご準備ください。
※演奏時間は15分以内とします。セッティングの
時間は含みません。※ケーブルテレビが収録、
放映する場合がありますのでご了承ください。
問い合わせ
文化会館「クリスマスライブ」係

スポーツ施設

9月の休館日

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

☎23ー5599

6・13・21・27日
1・8・15・22・29日

羽ノ浦健康スポーツランド

6・13・21・27日

県南部健康運動公園

7・14・21・28日

朱
を考古学 する
水銀朱は
どのようにして辰砂鉱物から作りだされたのか。
製品となった水銀朱は

で採掘された辰砂鉱石が

定されました。現 在、本
市は史跡の適切な保存と
に対する理解が一層深ま
り、また今後の調査研究
に弾みがつくことを期 待

会により、市民の皆さま
の「若杉山辰砂採掘遺跡」

普及啓発講演会

午後１時 分〜４時 分
場所

コスモホール
（情報文化センター）
羽ノ浦町中庄上ナカレ 番地

講演①

辰砂から水銀朱をつくる
講師

植地岳彦さん

徳島県立博物館学芸員

講演②

講師

出雲地域における赤色顔
料の調達と使用、
その意味

坂本豊治さん

出雲弥生の森博物館学芸員

申込方法
往復はがきの往信用裏面に
①住所
②氏名（１通に２人まで可）
③電話番号
を記入の上、左記まで郵送
してください。
〒７７４ ８５０１
富岡町トノ町 番地

文化振興課講演会係 宛
申込締切日
９月 日㈭（必着）
定員 ２００人

１
‒７９８

※応募者多数の場合は抽選。
問い合わせ
文化振興課 ☎

14
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「史跡若杉山辰砂採掘遺跡」

水銀朱 の
生産 と使用
日時

どのような使われ方をしたのか。
国史跡若杉山辰砂採掘遺跡の調査から

阿 南 市 水 井 町 に ある
どのような生産過程を経
て水銀朱となり、それが
どのように使われていたの

活用を行うために、基本
計画の策定を進めていま
す。また、継 続して調 査
します。

月 日㈯

分かった生産過程と、
水銀朱の使用例が数多く見つかっている
出雲地域の事例から、
弥生時代における水銀朱の在り方を

「若 杉 山 辰 砂 採 掘 遺 跡」
は弥生時代後期から古墳
時代初頭における全国唯
か」をテーマにした 講 演
会を開催します。本講演

探ってみましょう。

一の辰 砂 採 掘 遺 跡で、令
和元年 月に国史跡に指

や研究も実施しています。

30

16

3

そんな中で今回、
「若杉山

平成11年より出雲市役所
で 約12年 間、出 雲 市 内
の 発 掘 調 査に従 事。平
成23年より出雲弥生の森
博物館学芸員。主な研究
テーマは、出雲平野の弥
生 土 器・石 器・木 器。
出雲神楽の舞方。

30

-

出雲地域における赤色顔料の
調達と使用、その意味
出雲弥生の森博物館学芸員

古 代に 使 われた 赤 色 顔 料
に はベンガラと 水 銀 朱 が あ
り、水 銀 朱の 方 が 高 価 とい
わ れていま す。赤 色 顔 料 を
使った 著 名 な 遺 跡に、島 根
県 出 雲 市の西 谷３号 墓があ
ります。
弥 生 時 代 後 期（２世 紀 後 半）に造られた 全 長 約 ｍの
大形墳丘墓で、 人近くが埋葬されていました。それらの
うち、４つの木棺で水銀朱を確認しました。その推定重量
はそれぞれ ㎏、 ㎏、５㎏、４㎏で、総 重 量 約 ㎏。
弥生墳丘墓では、全国で２番目に多い量です。さらに、お
葬式に使われた約３３０個体を超える土器にも水銀朱が塗
られていたと推測します。
これら大 量の水 銀 朱はどこ
から調達したのでしょうか。
講 演では弥 生 ～ 古 墳 時 代の
赤色顔料の産地や使用状況
を 紹 介し、その使 用の意 味
についてお話しします。
10

16

30

坂本豊治さん
水銀朱と首飾り

12

22

西谷3号墓の木 棺に敷き
詰められた水銀朱

60

29

水簸実験の様子

辰砂の微粒子

広報
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15

10

当日、会場での
新型コロナウイルス
感染予防対策に
ご協力ください。

10

10

10

辰砂から
水 銀 朱 を つくる

平 成7年より（公 財）徳 島
県埋蔵文化財センターで、
保存科学の手法を用いた資
料調査や保存修復業務、
普及教育業務にあたる。平
成28年より現職。考古・保
存科学の分野を担当。

若杉山辰砂採掘遺跡において、出土した石杵や石臼から、
辰砂鉱石を微細な粉状にして水銀朱を生産していたことが
明らかになっています。その作業工程は復元されているもの
の、実験や検証が行われた例が見られません。
徳島県立博物館には、過
去に若杉山辰砂採掘遺跡周
辺で採 集されたとされる 辰

植地岳彦さん

3
史跡マスコットキャラクター
若杉シンシャくん

砂 鉱 石 が 保 管 さ れており、
それを 素 材として辰 砂から
水 銀 朱 をつくる 実 験 を 行い
まし た。また、水 銀 朱の 品
質 を 高めるために行うと 考
すい ひ
えられる「水簸」についても
実験を行いました。
こ れらの 結 果 から、若 杉
山 辰 砂 採 掘 遺 跡で行われた
辰 砂 採 掘や水 銀 朱の精 製に
ついて考えます。

徳島県立博物館学芸員

先覚者たち
年阿南市文化協会から「阿南

郷土の偉人を紹介するために、平

便局に勤務した。この時、實夫が

部郡由岐町（現美波町）の由岐郵

て励まし、時には自宅に招いたと

能を高く評価し、後日手紙を送っ

ベル賞作家の川端康成は實夫の才

としての仕事ぶりを伝えている。

等が保管されており、實夫の作家

實夫の原稿・取材帳・手紙・日記

また、同館には几帳面であった

市の先覚者たち第１・２集」が刊行

るほひ」を発刊する。しかし、實

實夫にとって初めての文芸誌「う

であった青年師範学校に在学中、

終戦後、徳島大学学芸部の前身

も、實夫が長年の図書館

高い評価を集めた。中で

動を続け、實夫の作品は

書館に勤めながら作家活

拠点を移し、横浜中央図

は、図書館司書の資格を取得し徳

こうした生活を送っていた實夫

文学書道館に所蔵されて

に宛てた手紙が徳島県立

現在、實夫が川端康成

次回は、作家「北條
します。

民雄」を紹介

16
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成

生涯の文学の師と仰ぐ農民作家悦
いわれている。

夫が病に倒れ学校を去ってすぐに

勤務の経験を生かして執

實夫は、東京に活動の

「う る ほ ひ」も 廃 刊 と な っ て し ま

筆 し た「文 献 探 索 学 入

い影響を受けることとなる。

う。

島県立図書館に就職したことか

いる。手紙の内容は才能

民雄の碑の建立についての考え

残された原稿類
（県立文学書道館所蔵）

参考資料
「阿南市の先覚者たち 第１集」
２０１４・阿南市文化協会

田喜和雄と出会い、作家として強

されました。
阿南市の発展に尽力された人た
ちの偉業を顕彰し、後世に語り継ぐ
ために、 人の先覚者たちを奇数月

文学 ひ と す じ に 生 き た 作 家
佃
實夫
日、

門」は司書養成課程の基

月

生活のために貸本屋や古本屋を

年

本書として採用される好

實夫は大正

営むがうまくいかず、住居も転々

佃
那賀郡新野町（現阿南市新野町）

著となった。その後も實
年ク

として生活も安定しない日々が続

れていたが、昭和

モ膜下出血のため急逝、

年、文学活動の友人の妹

陽子と結婚。終戦後の混沌とした

享年

、波乱に満ちた生

時代の中、２人の苦闘している様

ら、ようやく生活も安定しはじめ、

を描いた小説「ある異邦人の死」

を、北條民雄の師であった川端康

阿南市下大野町出身）の作家北條
が芥川賞の候補に挙げられ、その

成に相談しているものである。

年には文筆家のモラエス

時の選考委員の１人であったノー

昭和

を惜しまれつつ早世した同郷（現

53
文学や創作活動も活発になる。

ンは青い風」に書かれている。

涯を全うした。

54

子が、陽子の著書である「リスボ

23

34

實夫
佃

昭和

の雑貨品等を扱う商家に生まれる。

27

夫は将来を大きく期待さ

12

いた。

14

歳で郵便局員に採用され、海

15
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26

に掲載して紹介します。

27

第３回

阿南市の

9月の休館日 6日㈪、13日㈪、21日㈫、27日㈪

かんたん！わくわく工作

有料・当日窓口

幼児から参加できる楽しい工作会を行います！
時 間 ①10：00～ ②11：00～ ③13：00～ ④14：00～
⑤15：00～
定 員 各回10人程度（先着順）
料 金 1人100円
※申込不要（当日、窓口でチケットをお求めください。）
【ピコピコカプセルで遊ぼう】
開催日 9月20日㈷
内 容 ピコピコと不思議な動きをするカプセルを作り、板の上で
転がして遊んでみよう！
【行ったり来たりを作ろう】
開催日 9月23日㈷
内 容 コロコロと行ったり来たりする不思議なおもちゃを作ろう。

1

)

大人のための藍染め講座

10

月 日撮影

秋といえばお月見！月に関するお話のあと、四国最大の天体望遠
鏡を使い、
月面の観察を行います。
日時 9月20日㈷ 19：30～21：00
※悪天候の場合、中止になることがあります。
対象 どなたでも
（小中学生は保護者同伴）
定員 60人（先着順）
申込方法 9月5日㈰ 9：30から電話またはホームページにて
お申し込みください。
料金 大人300円、高校生250円、
小中学生200円、幼児無料

有料・要申込

中秋の名月 ２(０２０年

特別観望会「お月見を楽しもう！」

有料・要申込

科学センターで育てたアイの葉を使い、化学的な視点から藍
染めの仕組みを学び、実際にハンカチを染めてみましょう。
日時 10月23日㈯、24日㈰ 13：30～15：00
対象 高校生以上 ※お子さまの同伴不可
定員 各日20人程度（先着順）
申込方法 9月25日㈯ 9：30から電話またはホームページ
にてお申し込みください。
料金 1人300円
備考 ◆布などのご持参はお断りします。
（染め用のハンカチを当館で用意しています。）
◆汚れてもよい服装でお越しください。
おもしろ科学実験 プラネタリウム

天体観望会など

科学センター
17
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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 。

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

短
入選

選

入選

入選

入選

一人居の夜の淋しさ食べものでごまかし

は
ながらポリポリと食む
長尾 久子

真白なる梅描き終えて消しゴムの落款の
朱ふっと息はく
五島 秀子

アクリルの向こうにゆるり来る母はもう
涙目よ 手を添えたきに
小西 千恵

かい

阿南市俳句連合会

選

鹿山

句
神原

漢

詩

阿南漢詩研究会・青松吟社

選

増喜

おさ

残暑収まり

泰典

獨坐今宵秋有聲

新秋夜坐 
新涼一脈露晶晶

皎月窓を照らして 輪未だ満ちず

独坐の今宵

新涼

秋に声有り

露

む

皎月照窓輪未滿

草虫は識らず 君を憶うの情を

柳

阿南川柳会

田上鶴子

選

ローズマリーの残り香匂う指の先  山川 喜美
ひまわりや一人降ろして路線バス  神野千鶴子

川

晶晶

りん

おも

しょう

田中

とう か いっ

公

じょう

十日一生の心

むか

きゅう

うた

樹陰に吟う

18
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俳
家背負ひしわしわ行けよ蝸牛 

夜雨一過

半簾 風は動きて 鬢辺に流る

新秋夜坐 
夜雨一過殘暑収

半簾風動鬢邊流

涼宵

伸
佳恵

涼宵繙帙消長夏

静かに青灯に対かえば 秋に感じ易し

森
西條

清美

靜對靑燈易感秋

帙を繙き長夏を消す

表原

明美

草蟲不識憶君情

誰か知らん

せいいん

谷口田鶴子

蟬 
誰知十日一生心

忽ち黄昏を迓う 小院の深きに

征介

太郎

信子

一脈

忽迓黃昏小院深

露を飲み風を吸して 人仰ぐ所

近藤ヤス子

飮露吸風人所仰

清音嘒嘒として

キャッシュレス時代の波に乗る勇気  持木
つかまったちょっとちょっとで一時間  滝川

一般応募

仁井

たれ

喜寿そこに思えば遠く来たもんだ  橋本

淸音嘒嘒樹陰吟

宮繁ただし

中富はるか

水口

海円し四国東端夏岬 

歌
苦しみを耐えて五輪の夏厳し 
Ｔシャツに羽を休めて夏の蝶 

阿南市春季短歌誌上大会

しらしらと闇にも匂う梅の花夢多き日の

入選

この峡に幾度迎ふる丑年か平穏であれ卆
寿を超ゆる
佐々木夫美

鈴木レイ子
一片の遊び心で行く後期 
つちかべ
土壁の家住み良さちょっと自慢です  佐藤つたえ
ちょっとした言葉のあやが気に掛かる 渡邉 浪漫
多田紀久代
コロナの世仕事もなくてただ遊ぶ

寿栄

読み止しの新聞被り三尺寝 
縦走路の真中に湧きし岩清水 

家毎に凌霄咲ける在所かな 
山清水引き込むホース鯉の髭 

校章なりき 
福崎 孝子
入選 コロナ禍に籠るひとり身庭に来る小鳥こ

入選

病む我のこころはいつも雪の底「きっと
来てね」と春待ち侘びる
手塚都樹子

もごも窓越しに待つ 
湯浅佐智子
あ
入選 眼の奥に言いたきことを密ませて吾を待

ちし姉ビデオ電話に
棚野 久子

入選

一年に一度と言いて元旦に息子は笑顔で

酌してくれる
理和倭己子



余所行きに仕上げた顔もマスクかけ  島尾美津子
日にち薬効いてきましたわだかまり  武田 敏子
ひと よ

雨一夜心揺らして書く手紙

徳島県の生シイタケ生産量は全国
１位。原木栽培に比べて短期間で
収穫できる菌床ブロック栽培に、先
駆けて取り組んだことで周年栽培が
可能になり、生産が安定しました。
農薬を使用しない、消費者にも環
境にも優しい作物です。

い

入選

小間切れの時間はあれど儘ならぬ明日に
持ち越す今朝の庭掃除
矢野 道子

【シイタケ】

９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

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

那賀川図書館

◎ ☆ 休

◆
☆ 休
◎

◎ ☆ 休 休

羽ノ浦図書館

☆

☆

☆

10:00 ～ 18:00

10:00 ～ 18:00

図書館カウンター

休

★

9:00 ～ 18:00
土日は 17:00 まで

カレンダー中のマーク

☆ 休

休…休館日

那賀川図書館

休

★

☆…おはなし会

☆ 休

★…ぴよちゃんくらぶ

◆…阿波公方の苑美化作業

☎ 23-2020

３日 ㈮
９日 ㈭
10日 ㈮
15日 ㈬
16日 ㈭
17日 ㈮

19
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場

所

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
2021.09

☆ 休

◎…ボランティアピアノ演奏

■「リクエスト」するときは、
各図書館窓口、図書館カウンター（市役所）、電話
で受け付けています。
ご不明なことは、図書館職員にご相談ください。

移動図書館車 「ひまわり号」
回

休

休 休

■「予約」するときは、
各図書館窓口、図書館カウンター（市役所）、電話、
インターネット（図書館ホームページ )、館内検索機
で受け付けています。

☆おはなしひろば・ひまわり主催
（毎週日曜日） 10：30〜
場所：市役所市民交流ロビー
★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～
場所：ひまわり会館

巡

休

☆

貸出中の本は、
「予約」
することができます。
所蔵していない本は、
「リクエスト」
してくだ
さい。購入または市外の図書館から借りる
など、
ご希望に沿えるよう努めます。

☎ 44-2100
FAX 44-2099

図書館カウンター

巡回日

☆ 休 休

休

図書館にない本を
借りたいときは、どうすれば
いいですか。

☆おはなし会・こすもすおはなし会主催
（毎週土曜日） 14：00～

２日 ㈭

休 休

◎ ☆ 休

☎ 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～
場所：おはなしコーナー
◎学生ボランティアによるピアノ演奏
（毎週土曜日） 10：00～【約10分間】
◆阿波公方の苑（図書館前庭）美化作業
11日㈯ 8：30〜10：00
※雨天の場合は19日㈰に延期します。

羽ノ浦図書館

★

休

時

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

９月の巡回日程

巡回日

22日 ㈬
24日 ㈮

28日 ㈫

巡

回

場

所

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

館
前
口
地
所
館

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
14：40～15：10
15：20～15：50
14：00～14：30

☎ 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
＜完全予約制＞

あなたの歯ぐきの健康チェック！
無料の歯周病検診

9月28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 あなん阿波踊り体操愛好会
（阿波踊り体操指導員）
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、マスク
（着用）
、健康手帳
（無い方は交付します。）
★事前にご予約ください。
開始前に健康チェックをします。
★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。
予約先 保健センター ☎22ー1590

対象者 40歳、50歳、60歳、70歳
（令和4年4月1日時点）
※対 象者には8月末に歯周病検診無料
受診券が届きます。
費用 無料
期間 9月1日㈬～11月30日㈫
（診療時間内 )
内容 歯と歯ぐきの隙間の深さを測る検
査
場所 阿南市内の歯科医院 ※要予約

スポーツの秋です！ウオーキングを始めませんか

阿南健康完歩マップ・積立貯筋通帳を活用しましょう！
平成17年度から「生き生き市民の元気になるなるウオーキング」をキャッチフレーズ
に、阿南健康完歩マップと積立貯筋通帳を配布して、体力づくりと健康維持を呼び
掛けています。
●阿南健康完歩マップ
市内に設定された16カ所のウオーキングコース
（1コース10㎞）
や、初心者でも安
心して歩けるよう、コース周辺にあるトイレや休憩所の位置などを紹介。
●積立貯筋通帳
各コースを完歩するごとにスタンプを1回押し、120スタンプためて満期になると
健康増進の認定証と記念品が贈られます。
（※あなん健康増進ロードは2巡で１
スタンプ）
満期の総距離は、四国88カ所を徒歩で巡った距離 ( 約1,200㎞ )と同
じです。
●通帳、マップ、スタンプ設置場所
各公民館、ひまわり会館、保健センター

今年度のがん検診はお済みですか

令和３年
７月
乳がん
医療機関での検診

胃がん

バリウム
内視鏡

日時

9月は「がん征圧月間・健康増進普及月間」です
一部の検診は9月末で受診期間が終了します！
９月末

市内
市外

子宮頸がん

阿波踊り体操教室

市内
市外
市内
市内
市外

集団検診

︵公民館等︶

大腸がん
前立腺がん
市内
肝炎ウイルス

12月15日 12月末

木下産婦人科内科医院、是松医院、三谷内科、
村上内科外科医院、森本内科胃腸科
阿南医療センター、岩城クリニック
※

令和４年
２月末

３月末

阿南医療センター、木下産婦人科内科医院、森本内科胃腸科
※
※
阿南医療センター、和田胃腸科内科医院
※
※
※

胃がん（バリウム）・肺がん・大腸がん・前立腺がん・肝炎ウイルス・歯周病
（歯周病検診は12月16日㈭まで）
子宮頸がん・乳がん・骨粗しょう症（子宮頸がん検診は12月１日㈬まで）

※医療機関名は保健センターへお問い合わせください。

ご確認ください
①問診票について
次の検診を医療機関で受診される方は、受診前に問診票を保健センターへ必ず取りにお越しください。
【市内・市外】胃がん
（内視鏡）検診 ／【市外のみ】乳がん・子宮頸がん検診
②集団検診〈完全予約制です！当日受付はできません。〉
人数制限があります。検診日の2週間前までに総合健診センター( ☎088ー678ー3557 受付は平日8：30～16：00)へご予約ください。
４０歳以上の集団検診
検診内容 胃がん
（バリウム）
、肺がん、前立腺がん、
大腸がん、肝炎ウイルス検診、特定健診
検診日程 10月５日㈫ 羽ノ浦公民館
10月21日㈭ 健康づくりセンター★
★印の会場のみ、無料歯周病検診も実施。
実施時間 8：30～11：30
※詳しくは広報あなん7月号または、がん検診等受診券をご覧ください。
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女性の集団検診
検診内容 20～39歳の方：子宮頸がん、骨粗しょう症
40歳以上の方：乳がん、骨粗しょう症、子宮頸がん
検診日程 10月６日㈬ 羽ノ浦公民館♥
10月29日㈮ 健康づくりセンター
♥印の会場のみ、子宮頸がん検診実施。
実施時間 8：30～12：00、13：00～16：00

いのちの希望2021チャリティ講演会「生きる」

講演「
『死にたい』気持ちにどう
向き合うか」

日程
9月18日㈯ 徳島市ふれあい健康館
9月19日㈰ 三好市地域交流センター
いずれも開演14：00（開場13：30）
講師 社会医療法人藍里病院
副院長 吉田精次さん
入場料 大人1,000円（当日1,200円）、
学生800円（当日1,000円）
入場券販売・問い合わせ
徳島県自殺予防協会
☎088ー652ー6171

９月１０日～１６日は自殺予防週間

ひとりで悩まずご相談ください

麻しん風しん混合
（ＭＲ）
予防接種はお済みですか
【定期の予防接種対象者】
第1期：生後12カ月～生後24カ月に至る
までのお子さん
第2期：平成27年4月2日～平成28年4月
1日までに生まれたお子さん
（第2期は令和4年3月31日までが接種期
間となっています。）
※接種費用は無料です。

飼い犬・飼い猫の避妊・去勢手
術費用の一部を助成します
受付期間 10月1日㈮～31日㈰
助成額 1頭につき5,000円
※犬は登録と今年度の予防注射を済ませ
ていることが必要です。
※助成決定前に手術を受けた場合は対
象外となります。詳しくは、広報あなん10
月号でお知らせします。

健康相談を
随時受け付けています
相談内容
次のような身体に関するお悩み事
◦がんに関する悩みを相談したい
◦食生活や自分に必要な栄養を知りたい
◦健診を受けたが見方が分からない等
受付時間 平日8：30～17：00

中学３年生にピロリ菌検査
（無料）
事業を今年も実施します
～各ご家庭に、ピロリ菌検査希望調査書
を郵送します。
（9月上旬ごろを予定）
～

１ 検査の実施について
対象 市内に住所を有する中学3年生
内容 尿検査
費用 無料
検査までの流れ
9月上旬ごろ：ピロリ菌検査の希望調査
書を各ご家庭に郵送予
定。
10月ごろ：希望者にピロリ菌検査
（尿検
査）容器の配布→検査実施
予定。
２ 令和２年度の実績
◦検査の実施者数および実施率
500人 /646人（約77％）
◦陽性者数および陽性率
25人（約5％）
※全国の中学生ピロリ菌検査の
陽性率は、約4～5％です。
３ 検査の意義
胃がん患者の98～99％がピロリ菌感染者
または、感染既往者といわれています。ピロ
リ菌は、服薬により除菌でき、若年者の時
点で早期の除菌を行うことで、子どもたち
の将来の胃がんの発症リスクの軽減につな
がります。ぜひピロリ菌の検査を受けましょ
う！

徳島県の自殺者は令和2年に111人で、3
日に1人、かけがえのない命が失われてお
り、その背景には、ご本人のみならず、多く
の遺族の悲しみや苦しみがあります。
自殺の原因は、健康・経済・生活・家庭の
問題などさまざまです。自殺者の多くは自
分では対処できない悩みを抱え、
うつ状態
に陥り、自殺しか考えられない状況に追い
込まれてしまう事が多いといわれています。
自分自身の状態に気づき、自ら相談を求め
ることが難しくなるため、周囲の人が気付
き、声を掛け、専門機関へつなぎ、見守る
ことが必要となります。阿南保健所では、
心の健康相談を実施していますので、
「疲
れているのに眠れない日が続く」
「家族が
精神的な病気でないかと心配」
「アルコー
ルがやめられない」
「引きこもっている」な
ど心配がある方は、ぜひご利用ください。
日程 毎月第2、4水曜日 14：30～
場所 阿南保健所
（領家町野神319番地）
内容 精神科医による個別相談
※予約制のため、2日前までにご連絡くだ
さい。
問 阿南保健所 ☎28ー9878

2 次元コード

問い合わせ 保健センター ☎２２－１５９０
2021.09
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成人の風しん予防接種について
【風しん第5期定期予防接種事業】 詳しくは、厚生労働省のホームページ「風しんの追加的対策」をご覧ください。
対 象 者

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日までの間に生まれた男性でクーポン券を持参した方
※予防接種法に基づく定期予防接種として、令和4年3月31日までの期間に限り、全国で原則無料で受けられます。

クーポン券 令和元年度発送

昭和47年4月2日～昭和54年4月1日までの間に生まれた男性

令和２年度発送

昭和37年4月2日～昭和47年4月1日までの間に生まれた男性

※クーポン券を紛失されたり、他市町村から転入された方
（他市町村でクーポン券未使用の方）
は、再交付しま
すので、希望される場合は保健センターへご連絡ください。
抗体検査および予防接種について
 対象者の方は、クーポン券と本人確認書類
（健康保険証、運転免許証等）
をお持ちになり、医療機関や健診機関
で、抗体検査を受けてください。抗体検査結果で抗体がない方
（HI 法8倍以下に相当する抗体価）
であればクー
ポン券を利用し、無料で予防接種を受けられます。
【風しん予防接種費用助成金事業】 ※徳島県が無料で抗体検査を実施しています。詳しくは徳島県ホームページをご覧ください。
対 象 者

平成30年度以降の徳島県風しん抗体検査等を受け、抗体価が低いと判定された方
（HI 法16倍以下に相当する
抗体価）
であり、次の1または2に該当する方
1

妊娠を希望する、または妊娠する可能性の高い女性
（妊婦は除く）

2

昭和37年4月2日〜平成2年4月1日までに生まれた男性

※ただし、クーポン券対象であり、風しん第5期定期予防接種に該当する男性は除きます。
助成期間

令和3年4月1日㈭～令和4年3月31日㈭

助成回数

1回
（平成30年度以降に助成を受けた方は対象外となります。）

助成金額

接種費用の半額
（ただし上限は5,000円、1円未満は切り捨て）

接種場所

※休診日は除く

阿南市内の実施医療機関および市外、県外の医療機関
（市外、県外で接種された方は償還払いとなります。詳
しくは保健センターまでお問い合わせください。）

医療機関への持参物 印鑑
（阿南市内実施医療機関の場合）
、住所および年齢の確認ができるもの
（健康保険証、運転免許
証等）
および風しんの抗体価が陰性または低い方であることがわかるもの

令和3年度風しん予防接種費用助成金事業

提携医療機関

※必ず事前に医療機関へ予約
（電話）
してください。

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16

医 療 機 関 名
阿南医療センター
伊島診療所
高橋内科クリニック
富永医院
羽ノ浦整形外科内科病院
阿南川島クリニック
宮本病院
むらかみ内科循環器クリニック
益崎胃腸科内科医院
村上内科外科医院
岸医院
島内科眼科医院
原田病院
三谷医院
岩城クリニック
木下産婦人科内科医院

電話番号
28‒7777
33‒0304
44‒6222
44‒2123
44‒6111
44‒6556
44‒4343
44‒1010
42‒0022
42‒3110
23‒0272
22‒1147
22‒0990
23‒0222
23‒5600
23‒3600

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

医 療 機 関 名
古川小児科内科医院
阿南いしばし医院
和田胃腸科内科医院
かじかわ整形外科
あなん皮フ科クリニック
井坂クリニック
是松医院
健生阿南診療所
瀧内科外科医院
阿南天満クリニック
松﨑内科医院
加茂谷診療所
原田医院
じぞうばし内科外科福井診療所
きくち医院
馬原医院

問い合わせ 保健センター ☎２２－１５９０

電話番号
23‒3306
22‒1484
23‒1241
24‒5750
24‒3677
27‒0047
27‒0316
27‒2848
24‒9133
22‒2299
23‒5778
25‒0200
26‒0101
34‒3133
36‒3512
36‒3339
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子育て ひ ろば
９月

地 域 子 育 て支援センター

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

みんなのひろば

☎44ー5059

1日㈬～10日㈮   おはなしを聞こう
13日㈪～17日㈮ 敬老の日のプレゼント作り
21日㈫～30日㈭ リズム遊びをしよう
※毎日11：00～お話タイムです。

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㈭～3日㈮
6日㈪～10日㈮
13日㈪～17日㈮

歌ってあそぼ
身体計測
敬老の日のプレゼント
作り
27日㈪～10月1日㈮ 学ぼう！食育シアター
※毎週水曜日は行事の代わりに水遊び
（10：30～11：00）
をします。

ふれあいひろば

☎28－1725

橘こどもセンター 平日9：30～11：30

1日㈬～3日㈮
6日㈪～10日㈮

  親子であそぼう
  みんなで作ろう
     （コスモスのお花）
13日㈪～17日㈮
  敬老の日のプレゼント
  作り
21日㈫～24日㈮
  おはなしだいすき
27日㈪～10月1日㈮ 防災公園へお散歩

ひだまりひろば

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 18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
3日㈮、7日㈫、14日㈫、17日㈮、
24日㈮、28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

☎36－2241

新野こどもセンター 平日9：30～11：30

8月30日㈪～3日㈮

てあそびと
リズムあそび
旗を作ろう
うんどうあそび
身体計測
どんぐり・木の実で
あそぼう

6日㈪～10日㈮
13日㈪～17日㈮
21日㈫～24日㈮
27日㈪～30日㈭

にこにこひろば

☎42－0720

今津こどもセンター 平日9：30～11：30

1日㈬～3日㈮
6日㈪～10日㈮
13日㈪～17日㈮
21日㈫～24日㈮
27日㈪～10月1日㈮

  園庭開放
  つくってあそぼう
  身体計測
  絵本の読み聞かせ
ふれあいあそび

なかよしひろば

☎21－2002

平島こどもセンター 平日9：30～11：30

1日㈬～3日㈮
6日㈪～10日㈮
13日㈪～17日㈮
21日㈫～30日㈭
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  水あそび
  チョキチョキあそび
  身体計測
  おはなしたのしいな

2021.09

阿南ファミリー・サポート・センター

岩脇こどもセンター 平日9：30～11：30

13日㈪～17日㈮

※15日㈬を除く
敬老の日のプレゼント作り
15日㈬
誕生会（誕生児優先）
24日㈮
おはなしコロリン
27日㈪～30日㈭ 発育計測・運動会ごっこ
※新型コロナウイルス感染症の感染対策とし
て、人数制限を行っており、毎日予約制にし
ています。詳しくは、お問い合わせください。
問 阿南市子育て家庭支援センター
羽ノ浦町明見295番地1
☎44ー2205

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

●ウエルカム阿南交流会
転入者のための交流会です。お友だち作りや
地域の情報交換など、保健師さんも来てくれて
計測や相談に応じてくれます。妊婦さんも歓
迎！
日時 9月29日㈬ 10：00～11：30
場所 ひまわり会館1階 すこやかルーム
●事務所開所時間中は、ゆずり受けた子ども
用品を必要な方がお持ち帰りできる子育て用
品リユースコーナー「おゆずりタウン」をどなた
でもご利用できます。
※不要になった小・中学校の制服がありました
らおゆずりください。
●ファミサポは在宅育児応援クーポンが利用
できます。詳しくは、お問い合わせください。
問 阿南ファミリー・サポート・センター
☎24ー5550

子育て 一言 メ モ
― 幼児英語教育の是非 ―
新しい学習指導要領の下、昨年度から新
たに小学校 3・4 年生で英語の授業がス
タートしています。正確には、小学校 3・
4 年生で、これまで小学 5・6 年生で行わ
れていた「外国語活動」
（
「聞くこと」
「話
すこと」が目標）が週 1 時間、年間 35
時間行われるようになり、小学 5・6 年
生では「読むこと」
「書くこと」を含んだ、
「外国語」という教科として週 2 時間、
年間 70 時間の授業が実施されています。
このような変化に伴い、
「幼児英語教育」
をさせたいとお考えのご家庭も多いよう
にお聞きします。しかしながらメリットも
デメリットもあるといわれています。
メリットとしては、早期に英語学習を始め
ることで、頭の中で翻訳する必要がなく
なり、いわゆる英語耳・英語脳が作られ
やすいということ。また、語学の習得に
は時間がかかるため、少しでも早く英語
学習を始めたほうが有利であるというこ
とが考えられます。
またデメリットとしては、母国語と外国語
が混同し、どちらも中途半端な習得にな
るという意見や、母国語の習得をおろそ
かにすると、論理的思考が未発達になる
という意見もあるようです。
いずれにしても学習の継続には本人の意
欲が大切です。英語学習が、親からの強
要となってしまうと、逆に英語嫌いを生
む可能性もあります。楽しんで続けられ
ることが大切になってくるのではないで
しょうか。
学校教育課

市民の情報ひろば
お 知 らせ

「藍花」俳句会阿南支部会員募集

献血にご協力ください
（９月）
実施日

採血場所

住

所

採血時間

株式会社
大 潟 町 10：00〜11：00
７日㈫
シャイネックス
23日㈷

キョーエイ
羽ノ浦店

羽ノ浦町 13：30〜16：30

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

募

集

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（6カ月コース）
▶ CAD 機械科
▶住環境計画科
訓練期間 11月1日㈪～令和4年4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 9月3日㈮～10月1日㈮
問 ポリテクセンター徳島
☎088ー654ー5102
※平日9：00～17：00

トライアル介護職員募集
住み慣れた地域の介護施設で働いてみま
せんか。まずは2カ月間のトライアル雇用か
らスタート！
介護施設において、介護業務等を行う職員を
募集します。短時間勤務・無資格・未経験で
も可。
対象 原則60歳未満の方
トライアル期間 雇用開始日から2カ月間（施
設と相談後、継続雇用あり）
時給 850円 ( 期間終了後継続雇用となった
場合、各施設の賃金体系に基づき支
給）
●近隣の対象施設
介護老人保健施設 阿南名月苑
（上中町南島325番地1 ☎22－2210)
※参加方法や詳しい事業内容については、徳
島県社会福祉協議会ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。
問 徳島県社会福祉協議会
☎088－625－2040
ホームページはこちらから→
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市民の情報ひろばへの掲載について
市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

一緒に俳句をしませんか。
日時 毎月第2日曜日 13：00～15：30位
場所 津乃峰町総合センター2階 会議室
※どなたでも歓迎です。
問「藍花」谷中隆子
☎088ー665ー5969

スポーツウエルネス吹矢の体験会
スポーツウエルネス吹矢は、誰でも・手軽に・楽
しみながら始められ、健康効果もあります。次
のとおり体験会を計画しましたので、始めませ
んか。
日 時 9月13日㈪ 10：00～12：00
※8：00の段階で阿南市に大雨、洪水、暴風
のいずれかの警報が発表されている場合は
中止。
場所 新野公民館
参加費 200円（マウスピース代）
※当日使用する用具は準備します。
申込方法 用 具の準備の都合がありますの
で、事前に電話でお申し込みくだ
さい。
問 本木 ☎090ー2893ー4452

フォークダンスを楽しみませんか
世界のいろいろな国のやさしいフォークダンス
をみんなで楽しく踊っています。一緒に踊って
みませんか。
日 程 毎月第2、第4土曜日
13：30～15：00
場所 那賀川公民館 平島分館2階ホール
（平島小学校近く）
対象 どなたでも
参加費 1回200円
服装 動きやすい服装
持参物 上靴のような室内シューズ、飲み物
※申込不要。直接会場へお越しください。
問 土肥 ☎22ー6808

将棋教室
会員募集
阿南こども将棋教室
日程 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）
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

親子和太鼓
体験教室
参加者募集

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。 11月号の締め切りは9月30日㈭です。

メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

徳島ワンデーウオーク
「富岡の街を歩く」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 時 9月3日 ㈮
19：00〜
約1時間程度
場所 宝田公民館2階 ホール
対象 5歳〜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。
問 あなん子ども太鼓保護者会 堺
☎090－3182－8502

イベント
川口ダム自然エネルギーミュージアム

日時 9月11日㈯ 10：10～12：00
「郷町」富岡の歴史を探索しましょう。
場所 那賀川図書館 視聴覚室
開催日 9月26日㈰ ※警報時以外は実施
内容 「大型絵本を読んでみよう」
集合 9：30 JR 阿南駅前（公園）
多人数への読み聞かせを、大型絵本
コース
を使って楽しむ方法や実践について
▶5㎞は浄土寺・御本陣・牛岐城跡
▶10㎞は5㎞コースの後、王子山古墳
（昼食） 参加費 無料 ※申込不要
問 佐々木 ☎090ー8975ー4986
〜阿南公園〜阿南駅
参加費 600円（会員300円）
持参物 マスク、飲み物、健康保険証、雨具、
10㎞コースのみ弁当
遺言・相続・成年後見制度
主催 NPO 法人徳島県ウオーキング協会
無料相談会
問 株木 ☎090ー7145ー2369
日時 9月11日㈯ 9：00～12：00
場所 ひまわり会館
内容 遺言の書き方、エンディングノートとは
ジャズ＆フラ
何か、相続の手続き、成年後見制度な
夢のダンスコンサート
どに関する相談
問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
☎088ー679ー4440
※土、日曜日は☎26ー1157

【要申込】
秋の特別サイエンスショー
「水の色変わり実験」

不思議な液体を使うと、一瞬で色が変化する！
目が離せないカラフルなサイエンスショーをお
届けします。
日 時 9月18日㈯
①11：00～ ②14：00～
(1日2回開催 )
場所 相生ふるさと交流館
( 相生森林美術館の隣 )
参加費 無料
定員 各回8組 (1組5人以下 )
※申込多数の場合は抽選
申込方法 電話でお申し込みください。
申込締切日 9月11日㈯
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）
☎0884－62－2209
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/

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ため、楽しく一緒に運動
しましょう。
日 時 9月18日㈯、25日㈯
10：00～11：30
場所 夢ホール
（文化会館） 工芸室
定員 5人（先着順）
参加費 1,000円（用具貸出費含む）
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

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。

阿南市おはなしボランティア
ネットワーク定例勉強会

お酒で悩んでいませんか
一度、相談・例会の見学に
来てみませんか
ハーラウ・ナニ・アイカネアナン
（フラ）
によるダン
スの発表会を開催します。
※ケイキ
（子供）
フラの募集もしています。
日時 9月26日㈰ 13：00～（12：30開場）
場所 夢ホール
（文化会館）
※入場無料
問 浦田晴子 ☎090ー2780ー2536

歌のワークショップ
楽に声が出せ
るようになる、
ま
すます歌が好き
になる2時間。
日時
10月2日㈯
13：30～
15：30
場所
夢ホール
（文化会館）
講師
山中雅博
（テノール）、
増田敏子（ピアノ）
定員 60人
対象 中学生以上
参加費 1,000円
申込方法
◦ウェブ 9月2日㈭ 10：00～
◦電 話 9月3日㈮ 10：00～
問 NPO 法人夢ホール市民協議会
夢つくりあなん ☎23ー5599

阿南市内の例会・相談会
日程 各日18：30～20：30
9月8日㈬
羽ノ浦地域交流センター
9月10日㈮ ひまわり会館
9月24日㈮ ひまわり会館
今月のテーマ 断酒の喜び
問 NPO 法人徳島県断酒会
事務局
☎088ー641ー0737

保育士による
ベビーマッサージ教室

お肌のふれあいで赤ちゃんもママもリラックス
できます♪おうちでできる手順シートプレゼン
ト♪
日時 9月8日㈬ 10：30～11：30
場所 ラヴォワール ( 向原町天羽畭115-1)
内容 毎日のスキンシップに！ママに覚えても
らいやすいべビマ
対象 生後2カ月～1歳頃の赤ちゃんとママ
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

阿南市 B&G 海洋センター
10月のイベント
●うみてらすお菓子づくり教室
日時 10月2日㈯ 10：00～12：00
場所 うみてらす北の脇２階 研修室
参加費 700円
定員 10組
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
講師 手作りパン＆お菓子教室 ‘aiko’
上家愛子さん
●親子で体験！海辺のまなびや
（植物プランクトンの採集・観察・実験）
日時 10月10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
●うみてらすハワイアンダンス教室
日時 10月16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
●うみてらすドローン体験会
日時 10月23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
護者の同伴が必要）
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
●うみてらすギター教室
日時 10月30日㈯ 13：00～15：00
場所 うみてらす北の脇２階 研修室
参加費 500円
定員 10人
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
講師 楠本宏志さん
●メチャめちゃ楽しい♪Ｚｕｍｂａ
（ズンバ）
教室
日時 10月30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より受付）
講師 一般社団法人 NICE
問 スポーツ振興課

☎22－3394
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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!

コロナに負けない

希望の光の花咲く

支え合い

News Oasis

住民による送迎始まる

成人式開催を応援する「光の花咲く成人式プロジェ
クト」が7月25日午後８時ごろ、津峯山付近で花火を
打ち上げました。令和４年成人式が華々しく開催され
ること、2年連続で中止となった阿南の夏まつりが来
年こそは開催されることを祈念して。夜空には、希望
の思いを込めた光の花が咲きました。

一部のご近所デイサービスで、参加する要支援認
定者等のためにスタッフによる送迎サービスが開始さ
れました。福井町では、「福井たけのこ」（参加者約
20人、スタッフ15人）が活動。開催日に、スタッフは
希望のあった参加者の自宅を訪問し、会場の福井町
総合センターまで送迎しました。

eスポーツを体感

プラネタリウム投影機がリニューアル

8月1日～31日、光のまちステーションプラザにて「夏
休みeスポーツ体験会」が開催されました。eスポー
ツは、コンピューターを使った対戦型ゲームをスポー
ツ競技として捉える際の名称で、年齢や性別、身体的
な差異、国境を越え、さまざまな人が参加できること
が、大きな魅力です。

7月、科学センターのプラネタリウム投影機のリニュ
ーアルを行いました。新しい機器で、天の川の無数の
きらめき等の表現や演出が多彩になったほか、動画や
360° 画像も表示できるようになりました。今後、同セ
ンターで撮影した資料を活用し、投影プログラムを発
展させていきます。

豊かな自然環境を学びの場に

服活を通してエシカル消費を広めたい

今津小学校６年生が7月22日、地元の自然環境の
中で学ぶ「自然教室」を、辰巳海岸で実施しました。
児童は、阿南市サーフィン連盟のメンバーから指導を
受けながら、サーフィンやボディボードに挑戦。波に悪
戦苦闘しながらも、ボードに乗れるようになり、豊か
な自然を満喫していました。

表紙
説明

7月15日～31日、那賀川図書館で那賀高校エシカ
ルクラブが、不要となった衣服を活用する「服活」イ
ベントを開催しました。回収した衣服を分別・展示し、
必要とする人に無料で提供しました。今まで、4,600
着の衣服を譲渡したほか、衣服を海外に送り、現地
の雇用やワクチン購入に役立てています。

東京2020パラリンピックに向けて、県下15市町村で行われた採火式。阿南市では、障害者支援施設シーズで「みんなでつくるアー
トの火」と題して実施。施設利用者が作ったアート作品に囲まれて、ランタンにLEDが灯りました。
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9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）

2日㈭

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

※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
9：30～11：30
市役所２階
市民生活課 ☎ 22―1116

14日㈫、28日㈫

204会議室（14日）
207会議室（28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。

24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 

8日㈬

13：30 ～ 16：00
見能林公民館、福井公民館
人権・男女共同参画課 ☎ 22―3094

人権相談 

17日㈮

女性のための生き方なんでも相談 （要予約）

14・21・28 日
13：00 ～ 17：00
３・10・24 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

年金相談 （要予約） 

2日㈭

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

※10月の相談日はありません。

10：00 ～ 15：00
社会福祉協議会

6日㈪、13日㈪、27日㈪

ひまわり会館１階
☎ 23―7288

空き家・空土地有効活用相談会

14日㈫

10：00 ～ 13：00
市役所 2 階 市民交流ロビー
10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）

16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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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

9：00～17：00

医 療 機 関 名

所在地

問い合わせ

5日 阿南市夜間休日診療所

宝 田 町 ☎ 28―6200

12日 阿南市夜間休日診療所

宝 田 町 ☎ 28―6200

19日 阿南川島クリニック

羽ノ浦 町 ☎ 44―6556

20日 殿谷整形外科医院

津乃峰町 ☎ 27―3334

23日 阿南市夜間休日診療所

宝 田 町 ☎ 28―6200

26日 阿南市夜間休日診療所

宝 田 町 ☎ 28―6200

※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
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。

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

心配ごと相談 

９月の夜間・休日診療

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

９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
正面玄関からお越しください。
日曜窓口 26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

9月の平日延長窓口
1日㈬、 15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
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まちづくり分野

安全・安心

シリーズ 総合計画④

安全で安心な暮らしを実感できるまちづくり
南海トラフ巨大地震や豪雨等の災害発生に備え、地域防災力の向上を図るとともに消防、
救急体制の充実、あらゆる暴力や虐待の根絶、防犯・交通安全対策、消費者保護など、
市民が安心して暮らすことができる安全なまちづくりを進めます。また、全ての市民がお互
いの人権を尊重し、多様性を認め合い、地域のつながりや支え合い、主体的なまちづくり
活動の支援や男女共同参画・ジェンダー平等社会の実現に向けた環境整備を進めます。

１ 防災・消防

2

交通安全・防犯

ビジョン

ビジョン

主要な施策

主要な施策

市民生活を守る安全・安心のまちづくり

安全で安心して暮らせるまちづくり

☎ 0884‒22‒1110 FAX 0884-22-4090
e-mail:hisho@anan.i-tokushima.jp

▶阿南市国土強靭化地域計画の推進
▶那賀川・桑野川の無提地区における築堤工事等、河川
の整備改修事業の推進
▶感染症対策に配慮した総合防災訓練および避難所運営
訓練等の推進
▶防災施設の整備・確保と物資・資機材の充実
▶治山対策の推進
▶住宅の耐震化の推進
▶居住誘導区域における防災対策の推進
▶事前復興ロードマップの整備
▶自主防災組織の育成・活動支援
▶災害時避難行動要支援者への個別計画の策定および避
難支援ネットワーク構築の推進
▶民間ホテル等協定の拡充および避難所の環境整備
▶ＩＣＴやＩoＴなど最新技術を活用した情報伝達手段の研究
▶消防・防災教育の充実
▶内水・外水浸水状況の検証と対策
▶河川流域の津波対策の推進
▶想定最大規模の洪水ハザードマップの整備
▶高潮ハザードマップの整備
▶国と連携した流域治水対策・事前防災対策の推進
▶消防団組織力の総合的強化

▶交通安全活動の推進
▶交通安全施設の整備および維持補修の推進
▶暴力排除・防犯活動の推進
▶防犯環境の整備
▶計画的・継続的かつ柔軟な健全育成パトロールの実施
▶学校・地域・関係機関等との連携強化
▶消費者教育・啓発の推進
▶消費生活相談体制の充実

3

人権・男女共同参画

ビジョン

誰もがお互いの人権と多様性を尊重し認め合うまちづくり

３−１ 人権

人口と 人口
世帯数

主要な施策

31,313世帯（+19）

（女）36,595人（-27）令和3年7月末日現在 カッコ内は前月対比

世帯数

（男）34,582人（-29）

71,177人（-56）

▶市民一人ひとりの人権意識の高揚
▶性の多様性への理解促進とダイバーシティ社会の実現
▶あらゆるハラスメントの根絶
▶家庭・学校・地域の連携と人権教育の推進
▶人権学習・啓発活動の充実
▶人権問題の解決に向けての支援の充実
▶成年後見制度の利用促進

4 コミュニティ
ビジョン

３−２ 男女共同参画

誰もが自ら考え主体的に参加できるまちづくり

主要な施策

主要な施策

▶男女共同参画・ジェンダー平等の意識づくりの推進
▶女性リーダーの育成
▶ＤＶを始めとする性暴力、性差別の防止の啓発
▶関係機関との連携強化による相談・支援体制の充実

▶コミュニティ活動の促進
▶伊島地域振興対策の推進
▶地域づくりに対応する助成
▶辺地対策事業の推進
▶地域おこし協力隊の活動・定住支援

関連する SDGs

※主要な施策は、誌面の都合上抜粋しています。
阿南市総合計画は市ホームページよりダウンロードできます。

阿南市総合計画

問い合わせ

企画政策課

☎２２ー３４２９

