

ささゆり通信

「犯罪被害者支援」パネル展示

犯罪被害者支援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 10月5日㈫～27日㈬
場所 市役所２階 市民交流ロビー

第4回 阿南市人権教育・
啓発市民講座

日時 10月25日㈪ 14：00～15：30
場所 文化会館２階 研修室
演題 子どもの自己実現のために
～大人は子どもの応援団～
講師 徳島県人権教育研究協議会
事務局長 牧 逸馬さん
※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の感染状況により、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

第91号

男女共同参画
出前講座のご案内
男女がお互いの人権を尊重し、一人ひとりがいき

いきと輝いて生きることができる男女共同参画社会
の実現のために、市民の皆さまが実施
する「男女共同参画」についての学習
会や研修をサポートします。

職場やサークルなどにおける研修を対象とします。
セクハラ問題や DV 問題、ジェンダーに関すること
など、男女共同参画に関わる内容の研修を行う場
合、市が講師料を負担します。
※オンライン講座も対象となります。開催に際して
は、新型コロナウイルスの感染状況にご配慮くだ
さい。
申し込み・問い合わせ 人権・男女共同参画課 ☎22ー3094

阿南市老人体育大会・
障がい者体育大会 合同開催
本年４月に、介護・ながいき課と福祉課が一体となり、高齢・障がい等の枠を超えた
相談窓口の実現・ワンストップ体制を構築するため、新たに、
「地域共生推進課」として、
業務を開始しました。そのスタートに合わせて、老人体育大会と障がい者体育大会を
合同で開催することとなりました。
新型コロナウイルス感染症の予防対策を十分に行い、規模を縮小した形で実施します。
日時

11月3日㈷

場所

南部健康運動公園 陸上競技場
※雨天の場合は、あななんアリーナ
（屋内多目的施設）
で行います。

13：30開会

地域共生社会の
実現に向けて

第1回記念大会

内容 ソーシャルディスタンスを保ちながらできる交流種目
参加できる方
○市内在住で、おおむね60歳以上の方
○市内に在住で、障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている方
参加費

無料

申込締切日 10月27日㈬

※新型コロナウイルスの感染状況により、開催の有無、内容等については、変更することがあります。

申し込み・問い合わせ

阿南市社会福祉協議会

☎23ー7288

FAX22ー7142
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10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。

10月の休館日
4日㈪、11日㈪、18日㈪、19日㈫、
20日㈬、25日㈪
問い合わせ かもだ岬温泉保養施設

☎21ー3030



住んでみんで ANAN 事業を
利用してみませんか

住宅支援機構のフラット35を利用し
て住宅を新築・取得する子育て・移住
世帯に最大60万円を補助します。
本申請予定戸数 10戸程度
※要件等がありますので、詳しくは
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。
※右の2次元コードから市ホーム
ページをご利用いただけます。
問い合わせ

住宅課

☎22ー3431

球場へ行こう!

10月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

教育委員会定例会だより

8月定例会
（8月26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市学校保健会研修会への Web 参加について
②市教育振興基本計画等策定委員会について
③市同和問題講演会について
④第37回市民平和祈念集会について
⑤市教育講演会について
⑥市特別支援教育連携協議会研修会について
⑦市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への諮
問事項について
●阿南市立小学校及び中学校の校外行事に係る
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のための
補助金交付要綱の一部を改正する要綱につい
て
●阿南市立小学校及び中学校修学旅行中止等に
伴うキャンセル料補助金交付要綱について
※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

教育総務課

☎22ー3299

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

172 件（1,425）
0 人（3）
14 人（125）
295 件（2,133）
282 人（2,002）
0 件（23）

●阿南署管内令和３年 8 月分。カッコ内は 1 月からの累計。
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〇第６４回阿南市中学校新人軟式野球大会 ２日㈯
〇ヤング阿南シティホープ交流大会 16日㈯
〇第７回西日本500歳野球大会
１７日㈰、２３日㈯、２４日㈰
〇第６３回県中学校新人軟式野球大会
３０日㈯、３１日㈰
問い合わせ

日時

野球のまち推進課

☎22ー1297

第46回阿南駅伝大会
出場チームを募集します

12月12日㈰
9：30監督会議 10：00スタート
場所 スポーツ総合センター
部門 ▶一般の部
（男子のみ、または男女混合）
▶女子の部
（女子のみ）
参加資格 中学生以上の５～10人のチーム
コ ー ス スポーツ総合センター周回コース
総 距 離 14.8km
（全５区間）
距
離 1人につき2～4.1km
参 加 料 １チーム5,000円
申込期間 10月４日㈪～11月５日㈮
申し込み・問い合わせ スポーツ振興課

スポーツ施設

☎22ー3394

10月の休館日

スポーツ総合センター
（温水プール）

4・11・18・25日

那賀川スポーツセンター

6・13・20・27日

羽ノ浦健康スポーツランド

4・11・18・25日

県南部健康運動公園

５・12・19・26日

みんなでピアノ以外物語と
ファミリーコンサート

日時   11月7日㈰ 14：00開演
場所   夢ホール
（文化会館）
第1部 ベルカントブラス、弦楽アンサンブル
第2部 音楽物語「ピーターとおおかみ」
（プロコフィエフ作曲）
フルート 鈴江早都子、オーボエ 五藤千奈、
クラリネット 井出端 聡、ホルン 佐々木加奈、
ファゴット 興梠智彦、打楽器 久米見奈子、
語り 小川 梓
入場料 700円 ペア1,300円
（未就学児無料）
申込方法 下記まで電話でお申し込みください。

光のまち

日時 11月27日㈯
集合場所
スタート

☆阿波踊り活竹人形作り体験できます☆
13：００～16：００
（月、木曜日は休館）
問い合わせ 光のまちステーションプラザ ☎24ー3141

今回のコース、第21番札所太龍寺から第22番札所平等
寺に至る「いわや道」
「平等寺道」のうち、平等寺道大根峠越
えの一部は、6月に国史跡「阿波遍路道」に追加指定の答申
を受けました。

8：30集合

道の駅鷲の里
（那賀郡那賀町和食郷字田野76番地）
9：00頃から ゴール

15：00頃
（予定）

コース 「道の駅鷲の里」

からロープウェイを利用し 太
龍寺へ、太龍寺から平等寺まで「いわや道」
「平等寺道」経由で旧遍路道を歩く約10㎞の
コースです。
参加料
定員

1,500円
（保険料、資料代、ロープウェイ代）

50人
（要申込、応募者多数の場合は抽選）

申込方法

10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。
○ナシの会ごちゃまぜ展 9月28日㈫～10日㈰
○由源社 令琴書道教室学生展 12日㈫～24日㈰
○ナカちゃんメモリアル15周年写真展
26日㈫～11月7日㈰
■体験コーナー
✿星の子作り✿
17日㈰ 13：00～15：00【申込締切日】16日㈯
【参加費】1,800円【定員】6人【持参物】裁縫道具
✿一閑張りの紙張り方など✿
19日㈫  13：00～14：00  【申込締切日】17日㈰
【参加費】500円【定員】10人【持参物】
タオル
✿つまみ細工のお花ブローチ✿
24日㈰  13：30～  【申込締切日】22日㈮
【参加費】2,500円【定員】
５人【持参物】裁ちばさみ

問い合わせ 文化会館「みんなでピアノ以外物語」係
☎23ー5599

第７回あなん遍路おもかげウオーク
～いわや道・平等寺道～

ステーションプラザ

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）
③携帯電話番号を記入し
て下記まで郵送してください。
〒774-8501 富岡町トノ町12番地3
文化振興課「おもかげウオーク」係 宛
※受付シールを貼付して返信します。応募
が外れた方にも通知します。

（消印有効）
申込締切日 11月5日㈮

平等寺道

大根峠

平等寺道にある道標

注意事項
・マスク着用をお願いします。
・険しい山道を歩きます。十分な装備でご参加ください。
・昼食、飲み物等は各自でご用意ください。
・参加料は当日の受付でお支払いください。
・ゴールからはバスでスタート地点に戻ります。
・雨天時は中止となります。
中止の場合はお電話にてご連絡します。
主催

加茂谷へんろ道の会

問い合わせ 文化振興課

☎22ー1798
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