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♣ホール
　9：50� �開会宣言
　10：00��記念行事／人形浄瑠璃　「越後母恋情話」
� �　　　　　中村園太夫座　
　12：00��人権啓発標語・ポスターおよび人権作文�表彰式
♣ホワイエ
　☆��人権擁護委員コーナー（人権絵はがき・人権の花運動に関す
る展示）

　☆男女共同参画コーナー（男女共同参画に関する展示）
♣視聴覚室（11：00～）
　☆ふれあいのまちづくりフェア
♣研修室（１０：00～14：00）
　☆ふれあいのまちづくりフェア作品展示　
　☆人権啓発標語・ポスターおよび人権作品展示等　
♣前庭
　☆徳島インディゴソックス球団によるゲームコーナー
　☆新野トライキッズ花苗販売
♣富岡公民館
　☆子どものための特設人権相談
　☆法務局くらしの相談
　☆手話教室・バザー（10：00～13：00）
　☆国際交流コーナー（10：00～13：00）
♠徳島インディゴソックス選手＆Ｍr.インディーがやってくる！

※イベント内容が変更・一部中止になることがあります。

全イベント入場無料！

12月５日㈰ ９：５０～1４：00（開場9：30）　文化会館（夢ホールほか）、富岡公民館

第25回 阿南市人権フェスティバル
第23回 ふれあいのまちづくりフェア同時開催　

「同和問題」パネル展示

第5回 阿南市人権教育・啓発市民講座

記念行事　人形浄瑠璃「越後母恋情話」
　　　　　中村園太夫座
阿波人形浄瑠璃と中村園太夫座の活動について
　阿波の人形浄瑠璃は、元禄期に近松門左衛門や竹本義太
夫を輩出して隆盛を極める。阿波藩主である蜂須賀公が奨励
した阿波人形浄瑠璃の絶頂期は明治中頃で74座あったとい
われ、その内、阿南市域には24座を数えている。この外にも、
箱回しと呼ばれる人々が県内はもとより全国各地を歩いて回
り、阿波の人形文化を広めていったことが確認されている。彼
らの多くは社会的立場が弱く差別を受ける立場であったが、
彼らの存在なくして人形浄瑠璃という芸能文化の継続と繁栄
はあり得なかった。
　当座は、2003年（平成15年）3月に「人形浄瑠璃を通して人
権を考える」という自主事業を創設し、市内および県内各地で
啓発活動に努めてきた。さらに、1805年（文化2年）から活動
を続ける当座は、絵本太功記や合邦などの古典的外題を上演
するほか、平成23年には拉致問題を啓発するために「越後母
恋情話」を創作し阿波人形浄瑠璃の可能性を広げてきた。
　2012年（平成24年）には東日本大震災の被災地である宮
城県気仙沼市へ、2017年（平成29年）には熊本地震の被災
地である熊本県南阿蘇村へ阿波人形浄瑠璃で励まそうと慰問
公演に出掛けるなど、徳島県の伝統文化を通じて県外での文
化交流促進を図ってきたことは特筆すべき活動と捉えている。

問い合わせ　人権・男女共同参画課　☎22ー3094

　同和問題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　12月2日㈭～23日㈭
場所　市役所２階　市民交流ロビー

阿南市人権施策基本方針推進状況および
阿南市男女共同参画推進条例に基づく
施策の推進状況（令和２年度事業実績）

を公表します
　人権・男女共同参画課、各住民センター、各支所、各
公民館、各隣保館、各教育集会所でそれぞれ閲覧できま
す。
閲覧期間　12月15日㈬～令和４年3月31日㈭
　　　　　月～金曜日　8：30～17：15
※�祝日、振替休日、年末年始（12月29日～令和４年１月
３日）を除く。

日時　12月21日㈫　14：00～15：30
場所　夢ホール（文化会館）
講師　NPO法人ピルコン　理事長　染矢明日香さん　
※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、オンライン講座、
中止となる場合がございます。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。

演題　性犯罪被害について考える
　　　～性暴力のない社会を目指して～

テーマ
「明るく住みよいまちづくり」
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生理用品の提供を行います
　徳島県「コロナに負けない！女性つながりサポート事業」
と連携し、コロナ禍で不安を抱える女性を対象に「生理
用品の提供」を行います。（令和4年2月まで）

提供の条件　�女性１人につき１パック
　　　　　　（男性の方へのお渡しはできません。）
提供窓口　　人権・男女共同参画課（市役所５階）

※�１カ月ごとに先着でお渡しします。（毎月の提供数がな
くなり次第終了）

新たに相談窓口を開設します

　不登校やいじめなど学校のこと、性のこと、心の健康
のことなどについて、面談または電話によりお話を伺い
ます。事前の予約が必要です。

相談日　　月、水、木曜日　　10：00～12：00
　　　　　第１、第３、第５金曜日　10：00～12：00
予約電話　☎22-7401（受付は平日9：00～17：00）
相談場所　予約時にお伝えします。

女性と女の子のつながりサポート相談

ワークショップを開催します
　コロナ禍の影響により、生活の困りごと・不安・心配ご
となどの悩みはありませんか。お話をしながらワークショ
ップを行います。（参加費・材料費ともに無料）

「悩みや体調に合わせたアロマケアまたはアロマクラフト」
日時　令和4年2月26日㈯　13：00～15：00　
場所　光のまちステーションプラザ
募集人数　5人まで（先着順）
申込　☎080-9831-0984　にじいろ広場

※生理用品の提供についてもご相談ください。

ささゆり通信第93号

問い合わせ　人権・男女共同参画課　☎22ー3094

　長引くコロナ禍において、非正規雇用の女性就業者は解
雇に直面するなどにより収入が減少し、生理用品を用意す
ることができない「生理の貧困」問題も起きています。
　人との交流が減り、不安や心配事を１人で抱えている女
性も増え、生活に深刻な影響を及ぼしています。
　阿南市では、他の行政機関等と連携し、そんな女性や女
の子をサポートします。

阿南市地域女性活躍推進交付金事業　ささゆりサポートプロジェクト
【専門相談・生理の貧困対応・居場所づくり】

令和4年3月15日まで

居場所を開設します
　不安を抱えた女性と女の子が、お立ち寄りいただける
居場所を開設します。ご希望により、学習支援、アウトリ
ーチ（同行・訪問）支援等にも対応します。（利用料無料）

開設日時　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　11：00～16：00

　　　　　※詳細はLINEからお伝えします。
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問い合わせ　税務課　☎22ー111４問い合わせ　税務課　☎22ー1114

　乗用装置のあるトラクタ・コンバイン・田植機
などの農耕作業用自動車や、フォークリフト・シ
ョベルローダーなどの小型特殊自動車は、公
道走行の有無や新車・中古車にかかわらず、
軽自動車税種別割の課税対象となります。
　ナンバープレートの取得がお済みでない方
は、申告手続きにお越しください。
申告に必要なもの　
　・車名、型式、車台番号の確認できる資料
　・販売証明書または譲渡証明書
　・本人確認書類
　・�所有者、使用者の印鑑（代理人が届出する
場合）

　・�当該車両のカタログ等（車体の大きさが分
かるもの）

　給与支払者は、前年分の給与について、給与の支払を
受けている方の１月１日現在（中途退職した方については
退職日現在）の住所地の市町村へ給与支払報告書を提出
していただくことになっています。
　給与支払報告書（個人別明細書）を受給者１人につき２
部（正・副）、総括表と併せて提出していただきますようお
願いします。
　なお、普通徴収とする従業員がいる場合は、「普通徴収
該当理由書」の提出が必要です。（普通徴収該当理由書
の様式は県または市のホームページからダウンロードで
きます。）
　また、前々年における給与の源泉徴収票の税務署への
提出枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光デ
ィスク等による提出が義務化されています。
※�提出期限厳守（期限間際は大変混み合いますので早め
のご提出をお願いします。）

農耕トラクタ等の小型特殊
自動車をお持ちの方へ

給与支払者は、給与支払報告書を
提出してください
令和4年度（令和３年分）

軽自動車税種別割の
課税対象となります提出期限　令和４年１月31日㈪

年金相談 Ｑ＆Ａ
国民年金に加入しています。確定申告書に
添付する社会保険料（国民年金保険料）控

除証明書を紛失したのですが再発行はできますか。

再発行は可能です。紛失等により再発行が
必要な方は、徳島南年金事務所お客様相談

室（☎088-652-1511）までご連絡をお願いしま
す。
　なお、国民年金保険料（過年度分および追納・
後納された保険料を含む）を令和3年1月1日から
令和3年9月30日までの間に納付された方は、控除
証明書が令和3年11月上旬に日本年金機構から送
付されています。
　また、令和3年10月1日から12月31日までの間
に今年はじめて国民年金保険料を納付された方は、
令和4年2月上旬に送付されます。

もうすぐ60歳になりますが、老齢基礎年金
を受けられる資格期間を満たしていません。

どのようにすればよいのでしょうか。

老齢基礎年金を受けるためには、20歳から
60歳になるまで公的年金に加入して、原則

として最低10年間保険料を納めなければなりませ
ん。（免除・納付猶予期間を含む。）
　あなたのように、受給資格期間が10年を満たし
ていない人や、10年以上あるが満額となる40年に
満たず年金額を増やしたい人などが、60歳から65
歳になるまでの間に任意加入することができます。
　また、昭和40年４月１日以前に生まれた人につ
いては、70歳になるまでの間に年金の受給資格期
間を満たすまで、特例的に任意加入することがで
きます。手続きは、60歳に到達した日以降、任意
加入の申出書と口座振替の申出書の両方の提出が
必要です。

Ｑ Ｑ

Ａ Ａ

問い合わせ　保険年金課　☎22ー１１１８
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▶�保温材を巻きます。蛇口付近は破裂し
やすいので、完全に包んでください。
▶�保温材には毛布や布などを利用してく
ださい。また、保温材がぬれないように
ビニールを巻いてください。
▶�水道メーターボックス内に毛布や布切れ
などを入れて、ふたの上にダンボールを
乗せるなどして保温してください。

水道管の冬じたくを！ 物品入札参加資格の
有効期限を延長します

　気温が氷点下になると、防寒のできていない水道管は凍ったり
破裂したりします。「むき出しの水道管」、「北向きにある水道管」、
「風がよく当たる水道管」は、早めに手当てしましょう。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防
止および申込手続きに係る事務負担
の軽減を図るため、令和2、3年度の入
札参加資格の有効期限を６カ月延長
し、令和４年９月30日までとします。
　自動延長として取り扱いますので
変更等のない場合は、延長に係る手
続きは不要です。
　令和4年１０月からの物品購入等の
指名競争入札参加資格審査申請書
の定期資格審査提出の受付は、令和
４年７月に行う予定です。
※�営業種目および営業品目について
変更を希望される場合の追加受付
は、令和４年１月に行います。

夜の冷え込みにご注意を

　水道メーターボックス内にあるバルブを閉めて水を止め、破裂
した部分に布やテープなどで応急手当てをして、市指定上下水
道工事店協同組合（☎22-7608）または阿南市指定給水装置工
事事業者に修理を依頼してください。

水道管が破裂したとき

　タオルをかぶせ、その上からぬるま湯をゆっくりかけて溶かし
てください。熱湯をかけると破裂することがありますので、ご注
意ください。

水道が凍って水が出ないとき

防寒の方法

問い合わせ　水道課　☎22ー3295

申込先・問い合わせ
総務課　☎22ー3804

〒774-8501�富岡町トノ町12番地3
e-mail：kanri@anan.i-tokushima.jp

令和2年4月1日～
　　　　令和4年9月30日

変更前 令和2年4月1日～令和4年3月31日

変更後
⬇︎

　スマートフォンを簡単な顕微鏡に変身させてみませんか。作った顕微鏡で
普段見えているものを拡大してみると、どのように見えるのか一緒に観察し
てみましょう。ぜひご参加ください。
日　時　12月19日㈰
　　　　第１部�11：00～12：00
　　　　第２部�15：00～16：00
場　所　あなんスマート・ワークオフィス（科学センター敷地内）
講　師　セカンドライフ・アクティベーションアカデミー
　　　　会長　岩田敏彰さん（トッティ博士）
参加料　無料
持参物　�スマートフォン（インカメラ付きのもの）、顕微鏡で観察したいもの（例：食塩の結晶、ペットボトルのラベルなど）
対象者　�阿南市在住または市内企業（学校・幼稚園・保育所）に勤務（通学・通園)されている方
　　　　小さいお子さまは必ず大人の方と一緒に参加をお願いします。
申込方法　①氏名（ふりがな）②住所③日中連絡のとれる電話番号を、
　　　　　下記の電話、メール、ファクスのいずれかにて、12月15日㈬までにお申し込みください。
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問い合わせ　株式会社あわえ　☎0884ー70ー5831　e-mail：anan_event@awae.co.jp　FAX�0884ー70ー5832

参加
無料

スマートフォンを顕微鏡に変えてみよう!あなんスマート・ワークオフィス
体験型イベント



問い合わせ　住宅課　☎22ー3431

問い合わせ　住宅課　☎22ー3431

◆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

◆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。）

　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。

　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
資格を取り消します。また、申込み後、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。

◆受付日時　12月9日㈭、10日㈮
　　　　　　9：00～17：00
◆抽選日　　12月16日㈭　
　※抽選がある場合のみ
◆入居予定日　令和4年2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。

◆受付期間　12月9日㈭、10日㈮　9：00～17：00
◆受付場所　市役所5階　住宅課
◆抽選日　　12月16日㈭　※抽選がある場合のみ
◆入居予定日　令和4年2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。

市営住宅への入居者を募集します

一般募集住宅

住宅名 所在地 戸数 間取り

中川原 横見町中川原 １ 3DK

西　方 長生町西方 １ ２K

高　田 福井町森 １ 3DK

橘 橘町幸野 １ ２LDK

赤　池 那賀川町赤池 １ 3DK

春日野 羽ノ浦町春日野 １ 2DK

募集住宅
名　称 所在地 戸数 間取り 家賃月額 敷金

伊島若者定住促進住宅 伊島町瀬戸25番地・26番地 3 3LDK 47,000円 141,000円

地域優良賃貸住宅の入居者を募集します地域優良賃貸住宅の入居者を募集します
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提出先� 学校教育課（市役所５階）　
� ※�申請書（学校教育課備え付け）に必要事項を記入の上、提出してくださ

い。申請書は市ホームページからダウンロードすることもできます。
� ※郵送受付は行いません。
提出書類� ①阿南市就学援助認定申請書
� ②�振込口座の通帳の写し（金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が

分かるもの）
� 　※通帳を持参いただいた場合は、こちらでコピーします。
� 　※�世帯の状況に応じて、住民票や戸籍謄本等の添付が必要な場合があ

ります。
受付期間�� 11月29日㈪～12月17日㈮
� ※受付期間終了後は、申請書の提出ができません。
対象者� �申請する時点で、以下の①～④全てに該当する世帯の保護者
� ①阿南市に住民票を有している世帯
� ②�保護者が養育する子のうち、令和４年度に小学校入学予定の子がいる

世帯
� ③�生活保護を受給していない世帯（生活保護費より入学準備金が支給さ

れます。）
� ④就学援助制度の認定基準で、「準要保護者」に該当する世帯
� 　※�認定基準の詳細は市ホームページをご覧いただくか、学校教育課ま

でお問い合わせください。
� 　　審査の結果は、後日、郵送にて通知します。
支給金額� �51,060円（ランドセル・制服等入学に必要なものを購入する費用として）
支給方法� 口座振込（令和4年3月中旬）

※受付期間に申請書を提出できなかった方や審査の結果で不認定となった方について
は、入学後に学校から案内する令和４年度の阿南市就学援助において認定となった場
合に「新入学児童生徒学用品費」として、入学準備金と同額が支給されます。
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令和４年度に小学校入学予定のお子さまがいる保護者の方へ
就学援助制度があります（入学準備金）

　就学援助制度は、経済的な理由により学用品費や給食費の支払い等
でお困りの保護者を対象として、義務教育の期間中に就学に必要な費
用の一部を援助する制度です。
　阿南市では、就学援助の要件に該当すると認められる世帯の保護者
に、「新入学児童生徒学用品費」を入学準備金として入学前に支給しま
す。希望される方は、次のとおり申請書を提出してください。

問い合わせ　学校教育課　☎22ー3390
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問い合わせ　かもだ岬温泉保養施設　☎21ー3030

12月の休館日
6日㈪、13日㈪、20日㈪、27日㈪

かもだ岬温泉をかもだ岬温泉を
ご利用くださいご利用ください
　かもだ岬温泉は県内屈指の天然温泉です。　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。ゆったりとおくつろぎください。
　　12月26日㈰12月26日㈰に20周年記念に20周年記念
イベントを開催します。イベントを開催します。
・くじ引きで豪華景品が当たる・くじ引きで豪華景品が当たる
・記念品をプレゼント・記念品をプレゼント
・ゆず湯を実施・ゆず湯を実施

今月の今月の風呂風呂の日の日
フ ロ

問い合わせ　野球のまち推進課　☎22ー1297

球場へ行こう!球場へ行こう!
JAアグリあなんスタジアムほか

12月の日程

〇四国地区少年硬式野球大会（中学3年生）　
　阿南ワンダーボーイズ　
　４日㈯、５日㈰

〇第２９回県中学校軟式野球
　秋季リーグ戦中央大会　11日㈯

〇県南軟式野球チャリティー大会　12日㈰

〇第４９回阿南市選手権大会（少年野球）
　１８日㈯、１９日㈰、２５日㈯、26日㈰

スポーツ総合センター（温水プール）６・13・20・27・29・30・31日
那賀川スポーツセンター １・８・15・22・29・30・31日
羽ノ浦健康スポーツランド ６・13・20・27・29・30・31日
県南部健康運動公園 ７・14・21・28・29・30・31日

スポーツ施設　12月の休館日あぶない！ こんなに事故が

●うみてらすハワイアンダンス教室●うみてらすハワイアンダンス教室
　日　時　日　時　1月15日㈯　10：00～11：00　1月15日㈯　10：00～11：00
　　場　所場　所　うみてらす北の脇2階　研修室　うみてらす北の脇2階　研修室
　　参加費参加費　500円　　500円　定員定員　15人　15人
　申込方法　申込方法　電話での申し込み（先着順）　電話での申し込み（先着順）
　講　師　講　師　わけべのりこフラスタジオ　安室英子さん　わけべのりこフラスタジオ　安室英子さん
●親子で体験！海辺のまなびや●親子で体験！海辺のまなびや
　（海風と防風林のしくみを調べよう）　（海風と防風林のしくみを調べよう）
　日　時　日　時　1月16日㈰　13：00～15：30　1月16日㈰　13：00～15：30
　場　所　場　所　うみてらす北の脇2階　研修室　うみてらす北の脇2階　研修室
　対　象　対　象　小中学生とその保護者　小中学生とその保護者
　参加費　参加費　500円　　500円　定員定員　10組　10組
　申込方法　申込方法　電話での申し込み（先着順）　電話での申し込み（先着順）
　講　師　講　師　牟岐少年自然の家　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　　　　　海洋環境学習アドバイザー　中島茂範さん

●うみてらすドローン体験会●うみてらすドローン体験会
　日　時　日　時　1月22日㈯　10：00～12：00　1月22日㈯　10：00～12：00
　場　所　場　所　うみてらす北の脇2階　研修室　うみてらす北の脇2階　研修室
　対　象　対　象　　小中学生以上（小学生については保護者の同伴要）小中学生以上（小学生については保護者の同伴要）
　参加費　参加費　無料　　無料　定員定員　10組　10組
　申込方法　申込方法　電話での申し込み（先着順）　電話での申し込み（先着順）
　講　師　講　師　Boon Drone　坂本義則さん、　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 　　　　　日亜化学工業ドローン部　松原裕生さん 
●メチャめちゃ楽しい♪Zumba（ズンバ）教室●メチャめちゃ楽しい♪Zumba（ズンバ）教室
　日　時　日　時　1月29日㈯　19：00～20：00　1月29日㈯　19：00～20：00
　場　所　場　所　うみてらす北の脇1階　艇庫　うみてらす北の脇1階　艇庫
　参加費　参加費　500円　500円
　申込方法　申込方法　当日うみてらす北の脇にて受付（18：30～）　当日うみてらす北の脇にて受付（18：30～）
　講　師　講　師　一般社団法人 NICE　一般社団法人 NICE

問い合わせ　スポーツ振興課　☎22ー3394

阿南市B&G海洋センター阿南市B&G海洋センター
令和４年１月のイベント令和４年１月のイベント

12月

26
一般入浴料
半額！

交通事故
件　　数
死　　者
負 傷 者

206 件
0 人

19 人

（1,773）
（3）
（148）

救　　急 件　　数
搬送人員

291 件
274 人

（2,718）
（2,552）

火　　災 件　　数 １件（26）
●阿南署管内令和３年 10 月分。カッコ内は 1 月からの累計。
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　「てまえどり」とは、食品を買ってすぐに食べる場合に、
商品棚の手前にある商品や販売期限が短い商品を積極
的に選ぶ、購買行動のことです。「てまえどり」に取り組
むことで、本来食べられるにもかかわらず捨てられてし
まう食べ物を減らす
ことができます。まと
め買いなどですぐに
食べない場合は、期
限を確認するなど、
ご自身のライフスタ
イルに合わせて、無
理のない範囲でのご
協力をお願いします。

 
ペットのふんは飼い主が

責任を持って後始末しましょう
「てまえどり」にご協力ください

　ペットのふんをそのまま放置しておくと不衛
生であり、周りの人たちに迷惑を掛け、不愉
快な思いをさせてしまいます。ペットの散歩に
はスコップ、袋等の回収用具を持参し、ペット
のふんは飼い主が持ち帰るようにしましょう。

問い合わせ　環境保全課　☎22ー3413

てまえから !

申込方法　電話でお申し込みください。
申込期間　12月1日㈬～17日㈮

ごっついあなんフェア

　生物多様性あなん戦略原画
展とワークショップを開催します。
期間中はSDGsが学べる展示や
書籍がたくさん並びますので、ぜ
ひお越しください。

申し込み・問い合わせ　環境保全課　☎22ー3413

参加
無料

原画展&SDGs書籍展示
期間　12月15日㈬～26日㈰
場所　市役所2階　市民交流ロビー

ワークショップ＆講演
日程　12月18日㈯
場所　市役所１階　多目的スペース

〈午前の部〉講演
「SDGs14海の豊かさを守ろう！」

〈午後の部〉ワークショップ
「いきもの豊かなごっついあなんの未来を描こう」

SDGsのお話を聞いたあと、大きな段ボールにみんなで絵を描きます。

時間　10：00～11：00
講師　阿南工業高等専門学校　准教授　大田直友さん
対象　どなたでも　　定員　30人※先着順

時間　13：00～15：00
講師　イラストレーター　小部博正さん
対象　小学3～6年生
定員　15人※先着順
　　　（お子さま1人につき保護者1人ご参加いただけます。）

ワークショップ　～SDGsと生物多様性を知ろう！学ぼう！～

問い合わせ　環境保全課　☎22ー3413
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問い合わせ　情報文化センター　☎44ー5000

問い合わせ　文化会館　☎21ー0808

問い合わせ　情報文化センター　☎44ー5000問い合わせ　文化会館　☎21ー0808

大学等で音楽を専攻し卒業された方、継続的に演奏活
動を行っている団体に公募して開催しています。ピア
ノやヴァイオリン、フルートなど14組が出演。多彩な音
色、音楽をお楽しみください。来場者の投票により「オ
ーディエンス賞」を選考し、受賞者には翌年の「ロレア
コンサート」に出演いただいています。

日時　　12月19日㈰　13：30開演
場所　　夢ホール(文化会館)
入場料　  500円※小・中・高校生とYCC会員は無料
チケット販売場所
　　　　 文化会館、平惣（阿南センター店、

羽ノ浦店、徳島店）、黒崎楽器（阿
南店、徳島店）

こそあどの森で暮らす主人公・スキッパーと大昔から
来た少女・ハシバミの交流を通して、人と人とのつなが
りの大切さを描いた作品をぜひ劇場でご覧ください。

日時　　令和4年2月5日㈯　13：00開演

場所　　 コスモホール（情報文化センター）
入場料　全席指定　３歳以上5,500円
チケット販売場所　　
　　　　  情報文化センター 　12月2日㈭　9：00～
　　　　徳島新聞社事業部　12月2日㈭　9：30～

NHK朝の連続テレビ小説「おちょやん」黒子役でおな
じみの桂吉弥が夢ホールにやってくる。

日時　　12月26日㈰　14：00開演

場所　　夢ホール（文化会館）
入場料　指定席　一般3,500円（当日券は500円増）
チケット販売場所　　
　　　　  文化会館、情報文化センター、徳島新聞社

事業部（各販売店で取次ぎ）、平惣（阿南セン
ター店・羽ノ浦店・小松島店・徳島店・田宮店）

問い合わせ　文化会館「夢ホールコンサート」係
☎23ー5599

第19回　夢ホールコンサート

劇団四季  ファミリーミュージカル
はじまりの樹の神話

～こそあどの森の物語～

人形浄瑠璃を育んだ徳島の風土や歴史をしっかりと踏
まえ、人形浄瑠璃を中心とする日本の文化を楽しみ、
日本人の感性に触れてください。

日時　　12月18日㈯
　　　　13：30開演
場所　　コスモホール
　　　　（情報文化センター）
入場料　小学生以上2,000円
　　　　（当日500円増し）
　　　　※未就学児入場不可
チケット販売場所
　　　　�情報文化センター、文化会館、平惣（阿南セン

ター店、羽ノ浦店、小松島店、徳島店、田宮店）

ピアニストの 小 林 愛 美さんは、
2021年第18回ショパンコンクール
で4位に入賞されました。
日時　　�令和４年2月20日㈰　
　　　　14：00開演
場所　　夢ホール（文化会館）
演奏曲目　��シューマン「アラベスク」、

ショパン「24の前奏曲」全曲ほか
入場料　
　�指定席　一般3,500円、高校生以下2,000円
　自由席　一般3,000円、高校生以下1,500円
　　　　　※当日各500円増、YCC会員は各500円引
チケット発売日　��12月4日㈯
チケット販売場所　
　　　　 文化会館、NPO法人夢ホール市民協議会夢

つくりあなん〈会員先行予約12月2日㈭
10:00～〉、チケットぴあ〈Pコード206331〉、
情報文化センター、徳島新聞社事業部、平惣

（阿南センター店・羽ノ浦店・小松島店・徳島
店・田宮店）、黒崎楽器（阿南店・徳島店）

冬の人形浄瑠璃

小林愛美ピアノリサイタル

桂吉弥独演会

※Web予約可




