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わじきこども園
鮎の放流体験
● 那賀町ホームページ http://www.town.tokushima-naka.lg.jp/

● 那 賀 町 携 帯 サ イ ト http://mobile.town.tokushima-naka.lg.jp/
那賀町ホームページには携帯サイトもあります
携帯電話でも那賀町のお知らせや行事・連絡先や道路災害情報
など主な情報を見ることができますので、ぜひご活用ください。

会議
車座
）
見交換
との意

（住民

６月16日にボランティア連絡協議会の24名の皆さんと意見交換会を行
わせていただきました。
討議テーマ

①団体が抱える課題と活性化策について
②町行政や議会に対しての要望について

会議では４班のグループに分かれてのグループ討議が活発に展開された
後、各班の代表者から意見発表がありました。その中から出た意見の一部
をご紹介いたします。
団体が抱える課題と活性化策については、ボランティア会員が減少傾向
にあり、会員の年齢が上がっていることと新しい会員が増えていかないこ
とが課題である。活性化策については、子どもの頃からボ
ランティアの大切さを教育していくことが大切であるので、
各小・中学校でボランティア担当の先生を決めていただき、
今、相生地区で行っているようなボランティア教育を今後、
全地区に広めていきたいなどの意見をいただきました。
行政や議会に対する要望については、若者定住対策とし
て町営住宅の家賃をもっと安くして若者が安心して暮らせ
るような環境をつくってほしい。また、ボランティア活動
を続けていくためには資金が必要になるので、もっと補助
金を増やしてほしいなどの要望をいただきました。
我々議会としましても今回いただきましたご意見、ご要
望について、行政側と充分協議し、ボランティア心の向上
と教育によりボランティア人口の増加に繋がる施策を展開
していきたいと考えております。
私たち議会は、今後も引き続き各種団体の方々や地域の
皆さんとの意見交換会を実施したいと考えておりますので、
意見交換を希望される団体・地域の皆さんは、遠慮無くお
近くの議員または議会事務局までお申し付けください。ご
連絡をお待ちしております。

要望活動について

６月14日、全議員と坂口町長が高松市の四国電力株式会社本社へ出向き、安全で安心な暮らしを取り
戻すために小見野々ダム堆砂除去の抜本的な取組みを求める要望書を提出いたしました。
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議会からのお知らせ

第十七弾 「ボランティア連絡協議会」

平成29年６月定例会議並びに会議の開催状況について
下記の日程で会議が開催されました。
日

付

６月15日

会

議

名

会

議会改革調査特別委員会

議

内

容

那賀町議会基本条例（案）について
その他
提案議案について
日程案について
委員会付託について

６月19日

議 会 運 営 委 員 会

請願・陳情等について
一般質問について
平成 29 年度車座会議実施計画について
その他
開議

６月22日

本

会

議

会議録署名議員の指名
委員会付託議案等の説明・質疑
先議議案等の説明・質疑・討論・採決

６月23日

本

会

６月29日

総務文教常任委員会

付託議案審査並びに所管事項調査

６月30日

産業厚生常任委員会

付託議案審査並びに所管事項調査

議会改革度調査

議

一般質問

那賀町
議会

17 位に躍進 !!

早稲田大学マニフェスト研究所（代表＝北川正恭氏）が、全国の都道府県議会並びに市区町村議会（1,788
団体）を対象とした 2016 年度議会改革度調査を実施し、75.3％に当たる 1,347 議会からの回答を得て、
議会改革度ランキングが発表されました。
那賀町議会は、全体では昨年の 184 位から 96 位となり、全国町村議会中では 17 位（昨年 27 位）と
躍進いたしました。
これは、本会議のみならず、常任委員会のインターネット中継や車座会議の開催、また車座会議で住民
から寄せられた意見を元に政策提案に繋げていることが高く評価された結果となりました。このように、
住民参加や議会機能強化面において評価され、上位にランキングされましたが、情報共有面におきまして
は、まだまだ努力不足でありますので、今後におきましても、更なる情報提供に努めながら、住民主体の
議会改革を進め、住民の福祉の向上に向けて一層の努力をしてまいりたいと考えております。
町村議会が抱える担い手不足という大きな課題も残されておりますが、住民の皆様のご意見をお伺いす
る機会も設けながら課題解決に向けた取り組みも行ってまいりたいと考えておりますので、今後ともご支
援とご理解を賜りますようお願い申し上げます。
広報なか
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祝

100 歳おめでとうございます

舛田 イサヱ

さん（那賀町谷内） 大正６年６月 27 日生まれ

初夏の花に囲まれた自宅で、４世代に渡るご家族と生活をされてい
る舛田さん。骨折により町内の病院に入院中でしたが、懸命なリハビ
リの甲斐があり、誕生日当日は一時帰宅し、たくさんの親族の祝福を
受けました。この良き日を家族と一緒に自宅で迎えられたことに、喜
びの涙をにじませていらっしゃいました。
これからもお元気で長生きしてください。

那賀町議会の議員派遣等に関する
要綱に基づく報告書について
委員派遣により以下のとおり視察を行いました。

議員派遣等成果報告書
視察内容 小中一貫教育について
視察場所

平成29年度

総務文教常任委員

敬老会について

今年度の敬老会を下記の日程で行います。たくさんの方のご出席をお待ちしております。
地区
鷲敷地区
相生地区

開催日
9月16日㈯
（予定）

担当部署

電話

IP 電話

住民課

62－1194

9月 9日㈯

保健医療福祉課

62－1141

上那賀地区

9月 9日㈯

上那賀支所地域振興室

66－0111

050－8800－2001

木沢地区

9月 8日㈮

木沢支所地域振興室

65－2111

050－8800－4111

木頭地区

9月 9日㈯

木頭支所地域振興室

68－2311

050－8800－6001

毎年敬老会の各種表彰において右記の婚姻期間のご夫婦に祝
状を贈呈しています。該当すると思われる方は、８月 21 日㈪
までに那賀町役場保健医療福祉課または各支所の敬老会担当者
までご連絡ください。
お問い合わせ先 那賀町役場保健医療福祉課
TEL 0884 － 62 － 1141

プラチナ婚

婚姻期間
70 年

ダイヤモンド婚

60 年

金婚

50 年

【南阿波定住自立圏共生ビジョン】女性支援パートナーシップ事業

８月の女性のための生き方なんでも相談
※事前に予約が必要です。 相談は無料で秘密は固く守られます。
お気軽に
ご相談ください
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鳥取県若桜町若桜学園

視察日時 平成28年11月10日、11日

相 談 日

８月１・８・22・29日
９月５日

８月25日
９月８日

相談時間

午後１時 ～ 午後５時

午後１時 ～ 午後４時

相談場所

阿南市市民会館

連 絡 先

阿南市男女共同参画室分室

２階（電話での相談もできます）
TEL 0884－22－0361

若桜町は、鳥取県東南部最東端に位置し、
人口が 3,447 人、面積約 200㎢の観光が主
産業の町で、多くの森林に囲まれており、自
然豊かなところであります。兵庫県境にある
氷ノ山は夏は登山、冬はスキー上と季節に
よってさまざまな楽しみ方のできる山として
親しまれています。
若桜学園は、お城をイメージして、建てら
れた校舎で豊かな自然にとてもマッチして、
子どもたちの学舎としてふさわしい外観であ
ります。視察研修では、事務局と校長、副校
長の３名の方々が、小中一貫開校までの経緯
や、目指す子ども像など、詳しく説明してい
ただきました。
それによると、若桜町には、池田小学校と
氷ノ山の近くに分校があり、
「学校の在り方
懇話会」が平成 18 年６月に設置され、児童
生徒の減少への対応について、若桜小学校の
耐震補強への対応について協議がなされ、小
中学校併設による小中一貫校教育が望ましい
という答申が出され、平成 20 年に若桜町小
中一貫教育調査検討委員会が設置し、現在の
若桜中学校に隣接した校舎を増築する併設型
の小中一貫校による教育を目指すとし、平成
21 年に若桜町小中一貫教育検討委員会を設
置され、年３回の全体会、２回の運営委員会
などが開かれ、８月に導入の提言を取りまと
めています。そして、平成 22 年度に若桜町
一貫教育設立委員会が設置され、学校名を「若
桜学園」に決定したという経緯があります。
現在、若桜学園には、小学校 88 名中学校
55 名の生徒が在籍しているが、少子化のた
めに 10 名近くが減っているということであ

連

記

かよ子

りました。若桜学園では、１年から４年生ま
でを前期、５年から７年生までを中期、８年
９年生を後期とし、児童生徒の成長に適した
３ブロック制を導入しており、入学式は１年
生のみ、卒業式は９年生のみとしており、４
年生７年生のときに立志式を行っています。
説明されたなかでは、あまりデメリットの
ことはなく、小規模校の選択として小中一貫
教育の実施についてメリットの方が多いので
はないかという印象をもちました。９年間を
通してこどもたちに対しての一貫した指導方
針や、また、教員の配置については、小中一
貫教育加配教員の配置と小中学校各教諭への
兼務発令がされていて、生徒 143 人に対し
て、ALT を含めると 41 人の教員で子どもた
ちの教育を行っています。
来春から一貫校について木頭小中学校でも
検討されていますが、北川小学校の４名を転
入生を加えても木頭小学校は 24 名の生徒し
かおらず、木頭中学校は 23 名という複式は
避けて通れない環境にあります。また、若桜
学園のように年数をかけて議論をする余地は
木頭にはないことが気がかりでありますが、
まず大筋は決めておき、具体的なことは始
まってからでも遅くはないのではないかと思
われます。
北川小学校が休校になる来春を目指して移
行することが望ましいのではないかと思いま
すが、木頭の子どもたちにとって、何が一番
ベターなのか、木頭地域にあった小中一貫教
育の方向性を早く打ち出すべきではないかと
思われます。
以上で私の報告書といたします。

広報なか
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子どもたちが那賀町の未来を考える

第７回「那賀町を愛する心」

Thank you Naka Town

弁論大会

優秀作品紹介

町内の小中学生を対象とした
弁論大会（平成 29 年 2 月 19
日開催）での優秀作品をご紹介
します。
なお、学校名・学年は弁論大
会当時です。

Mona Tojo

未来の那賀町とぼくの夢

Hi. My name is Mona Tojo. I go to Wajki Junior High School, and I'm in the 7th grade. I moved to Naka
town from Hawaii four years ago.
When I first started going to school in Naka town, I felt very lost because everything was different from

鷲敷小学校

Hawaii. But teachers and my new friends there were all very kind to me, and I soon came to love Naka
town.
Naka town taught me the Japanese four seasons for the first time in my life. In Hawaii, it feels like summer
all year long.
In Japan, in spring, the weather is just right, and the cherry blossoms are beautiful.
In summer, I get to experience kayaking and rafting as school activities in the beautiful Naka River.
In fall, the tree leaves change their colors and fall, which I would never see in Hawaii.
The winter is very cold, and we didn't even know what to wear to make ourselves warm at first. However,
the snow was so much fun, and I loved it. I played snow fights with my friends many times and made many
snowmen as well.
Also, I learned from my great-grandmother’s garden and school lunches that different vegetables grow in
different seasons in Naka town known in Japanese as “Shun-no Yasai.”
In spring, we ate lots of cabbages, carrots, and broccolis. I also found out that Japanese people don't eat
raw broccolis like we do in Hawaii or in the U.S.
In summer, we had lots of eggplants, tomatoes, onions, and potatoes.
The fall’s vegetables in Japan was pumpkins, and I felt like it was very similar to Hawaii or the U.S. because
we celebrate Halloween and Thanksgiving in fall with pumpkins, too.
In winter, there are Daikons known as Japanese radish or turnips in English, and spinach, Chinese cabbage,
Gobo-root-burdock vegetables, and a lot more.
Naka town made me realize how beautiful having four seasons can be.
I may have not noticed these beautiful things about Japan if I lived in a bigger city like Tokyo.
I am happy and greatful to live in Naka town, where the nature is beautiful, the food is delicious, and the
people are very warm and nice.
I really hope that more people from all over the world would visit Naka town and see how beautiful this
place is because I love this town.
Thank you.

５年

川田

大悟

ぼくの家は田んぼでお米を作っています。それを食べてぼくは育っています。家で採れ
た米はとてもおいしくて、ごはんをたくさん食べています。そのおかげでぼくは健康な生
活を送ることができています。那賀町は山も川も空気も美しい自然豊かな場所です。しか
し、家の周りや通学路の中には使っていない畑や田んぼ、人が住んでいない空き家や空き地がたくさんあります。
ぼくはこんなに畑や田んぼ、家があるのならば、もっとみんなが使えばいいのにと思いました。そこでぼくは「み
んなで使おう田んぼや空き地」ということを提案したいと思います。
まずみんなに田んぼや畑を無料で貸し出せばいいと思います。すると、ぼくの家のようにおいしいお米や野菜を
たくさん作ることができるようになります。しかし急に貸してもらっても、なにもできない人もいると思います。
作るためにはお金がかかるし、お米の作り方が分からない人もいると思うからです。そのため、借りたい人に町が
作るための道具や機械をレンタルしたり、その人達が作った物をみんなで売ったりしたらいいと思います。作り方
を教えてくれる人を派けんしてもらうこともできると思います。それに地元のものなので、地産地消にもつながっ
てくると思います。
しかし、対策もしっかりとする必要があります。夜になると、しかやいのししが、田んぼや家の周りまできてし
まいます。田畑の作物を食べに来ているからです。せっかく作ったものがだめになってしまいます。ひ害を少なく
するために、しかをつかまえ、必要な人たちにわたすことが考えられます。町が飼って、奈良公園や動物園みたい
にするのもいいと思います。それを続けていけば使われない畑や田んぼが減っていくと思います。
那賀町の人口は減っていると聞きました。それは高校や大学で他の地域へ行き、そのままその地域で、仕事をし
て住むようになるからだと思います。そうならないように、那賀町で仕事ができる環境をつくることも大切だと思
います。そのために空いた畑や田んぼで農業ができるようにすればいいと思います。
都会には那賀町のような自然豊かな場所で生活してみたいという人もたくさんいると聞きました。そのような人
のために空き家に住めるよう、きれいにリフォームするのもいいと思います。また那賀町には空き家を使ったプロ
ジェクト「つどい家」とか、他県にでていってしまった人に那賀町に帰ってきてもらう、「もんてこい丹生谷」な
どのイベントをしています。ぼくも見にいったことがありますが、とてもよかったです。ぼくもいつか参加してみ
たいと思いました。このような取り組みでもっと人口が増えてほしいと思います。
ぼくは将来学校の先生になりたいと思っています。高校や大学は他県に行くかもしれませんが、戻ってきてわじ
き小学校の先生になるのが夢です。そのときも今と変わらず大好きな那賀町であってほしいと願っています。
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《意訳》

ありがとう
地域おこし協力隊の活動や取り組みを紹介しています。
内容は二ヶ月遅れになっています。

Vol.42

こんにちわ★
協力隊の越路よう子です。
今回は５月に行われた拝宮農村舞台公演についてご報告させていただきます。
今回のイベントは、２部構成の公演となりました。
オープニングアクトとしてわたくし越路よう子と、上那賀の女性職員のみな
さんと結成したカミナカゴスペルクワイヤーの演奏をお楽しみいただきました。
そして本編。
１部は清流座と勘緑さんによる人形浄瑠璃の世界を。
２部は世界的なピアニストである山下洋輔さんのピアノコンサートを。
そして最後に徳島市内の眉月連のみなさんに踊っていただきました。
その他にも地元の方々による出店でご来場いただいたみなさまにはご飲食も
お楽しみいただくことができました。
農村舞台公演は大盛況で、無事に終えることができました。
また、当日の車の誘導や駐車場管理などの実質的な運営は役場のみなさんに
ご協力いただきました。
そして、この美しい舞台での公演が実現できたのも、拝宮にお住いのみなさ
んがここ拝宮農村舞台をずっと保存してきたおかげだということは言うまでもありません。
私たちは今後、今回の経験をもとに更なる企画を提案していきたいと思っていますので宜しくお願いします。
越路よう子

協 力 隊 紹 介
川島 龍介
はじめまして。７月より那賀町木頭地区地域おこし協力隊になりました、川島龍
介と申します。
那賀町協力隊員となるまでにも、高校から社会人になるまでの５年間、神戸のボ
ランティア団体で子供対象の１日自然観察会の引率者として那賀町木頭には来たこ
とがありました。そんな縁もあり、ここ那賀町の地域おこし協力隊になることを決
めました。
協力隊活動は、自然観察会の引率者としての経験を活かし、北川地区での地域の子供や山村留学目的
の親子などを対象にした体験会などをしていく予定です。そのためにも積極的に木頭地域の昔遊びを習
得し、体験活動に反映させていきたいです。
また、前職で習得したマニュアル作成のスキルを、木頭地域の消えつつある伝承や遊びを地域PRと
できるものにしていくための手順書づくりに活かしていくつもりです。
ここ那賀町には近畿地方にはない山々、自然、そして水環境があると考えています。
しかし、まだまだ整備できる部分やPR方法があると思います。
県外から休日遊びを楽しむ宿泊者が来るような環境作りとPR方法についても提案・実施していきた
いと考えています。
これから宜しくお願いします。
9
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那賀町
東條

萠海

こんにちは。東條萠海です。鷲敷中学校の１年生です。４年前にハワイから那賀町に引越してきました。
日本の学校はハワイとは全てが違い、最初は何をしたらいいのか全然わからず不安だらけでした。で
も先生や新しくできた友達はみんなとても優しくて、私はすぐに那賀町が大好きになりました。
ほかにも、那賀町は私に生まれて初めての日本の四季を教えてくれました。ハワイでは１年中夏のよ
うな気候でした。
日本の春は心地いい暖かさで桜もとても綺麗です。
夏は学校行事でカヌーやラフティングなどを美しい那賀川で体験できます。
秋は那賀町の森林が紅葉します。ハワイでは紅葉は見れません。
冬はとても寒くて初めは何を着れば暖かくなるかもわかりませんでしたが、少しずつ慣れ、雪は大好
きになりました。何度も友達と雪合戦をし、たくさんの雪を作りました。
ほかにも、学校給食やひいおばあちゃんの畑で採れる野菜から、日本には旬の野菜というものがあり、
那賀町でも四季それぞれに採れる野菜が違うことを学びました。
春にはたくさんキャベツや人参、ブロッコリーなどを食べます。それと、日本ではハワイやアメリカ
と違ってブロッコリーは生で食べないことも知りました。
夏にはたくさんのナスやトマト、玉ねぎやジャガイモを食べます。
秋にはカボチャが旬だとわかった時はハワイやアメリカと同じでおもしろいと思いました。ハワイや
アメリカでも 10 月のハロウィーンや 11 月の感謝祭で必ずカボチャのパイなどを食べます。
那賀町の冬には大根やほうれん草、白菜やゴボウなどたくさんの野菜が採れます。
那賀町は、都会では気付けなかったかもしれない昔ながらの日本の美しい四季を私にたくさん教えて
くれました。
私は美しい大自然がたっぷりで食べ物もおいしく、優しい人たちがたくさんいるこの那賀町に住むこ
とができて本当によかったと思います。
私はこの那賀町が大好きだからもっと世界中からたくさんの人たちに来てもらい、この町の美しさや
良さを知ってほしいです。
ありがとうございました。

広報なか
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７月

恵

那賀町ふるさと寄附金

秀広 様（兵庫県）

ご寄附を賜りましたことをお礼申し上げます。

すこやか子育て課からのお知らせ

※掲載につきましては公開可能の方のみ
とさせて頂いております

TEL 0884 ー 62 ー 1150

児童扶養手当についてお知らせ

●手当を受けられる方は

日本国内にお住まいで、次のような児童（手当の対象となる児童）を監護している母、監護し生
計を維持している父、養育している祖父母、おじ、おば、兄弟その他の方です。
・父母が離婚した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障がいのある児童
・父又は母が生死不明な児童
・父又は母が1年以上遺棄している児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童

●手当月額

全部支給のとき

一部支給のとき

１人のとき

42,290 円

42,280 ～ 9,980 円

２人のとき

9,990 円加算

9,980 円～ 5,000 円加算

３人以上

1 人につき 5,990 円加算

1 人につき 5,980 円～ 3,000 円加算

※手当額（児童数による加算含む）は、全国消費者物価指数の動向にあわせて改定されます。
児童扶養手当の受給資格がある方（支給停止中の方も含む）は、毎年８月に現況届を出す必要があ
ります。この届出をしないと、８月以降の手当は受けられません。該当者の方にはお知らせを発送い
たしますので、ご確認ください。
所得制限など、他にも受給資格要件があります。
詳しくは、那賀町役場すこやか子育て課までお問い合わせください。
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て説明させて頂きます。
マダニとは

８本足からなる節足動物で、山の茂みや草む

らに生息しています。那賀町は特に周囲を森林
に囲まれており、まさにマダニの絶好の住みか

したマダニに咬まれた場合、発症する危険性が

を経て、発熱、消化器症状（食欲低下、嘔気、
嘔吐、下痢、腹痛）や、頭痛、筋肉痛、意識障
害、失語などの神経症状、リンパ節腫脹、皮下
出血・下血などの出血症状を引き起こし、命に
かかわることもあります。

マダニに咬まれたからといってすべての人が

といえます。成虫は体長が３～８mm で、一

このような病気にかかるわけではありません。

ことができます。人や動物の柔らかい皮膚にか

発症した場合、重症化するので、一番大事なの

れており、咬まれた直後は気付かない事が多く、

受給資格者やその扶養義務者の所得によって、手当額が変動します。
対象児童数

あります。感染すると、６日～２週間の潜伏期

分泌して固着するため、除去しづらくなるのが
特徴です。マダニの唾液には麻酔様物質が含ま

平成 29 年４月現在

舞

回はマダニの特徴や気をつけることなどについ

みつき、吸血します。この時、セメント物質を

★なお、公的年金（例えば、老齢年金・障害年金・遺族年金など）を受けている方（受けることがで
きるようになった方も含みます。
）については、年金の額に応じて、手当の額の一部が支給（額に
応じて全て支給停止の場合もあります。）されます。

田邊

れはウイルス感染症で、SFTS ウイルスを保有

般的なダニ（0.3mm）とは違い、肉眼で見る

など

木頭診療所

毎年この時期になると、マダニに咬まれたと

いう方がよく病院や診療所を受診されます。今

父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方が認定請求でき
ます。支給は児童が 18 歳に達した年度末（政令で定める障がいのある児童の場合は 20 歳）までです。
※申請が必要です

手当の対象
となる児童

マダニについて

このような病気になるのは極めてまれですが、
は、マダニに咬まれないようにすることです。
マダニに咬まれないために
野外では、腕・足・首など、肌の露出を少な

２、３日してかゆみや熱感、軽度の痛みを感じ

くしましょう。半ズボンやサンダル履きではな

10 ～ 20mm 程度の大きさとなり体重も 100

用が望ましいです。（これからの時期は暑さも

るようになります。吸血して満腹状態になると、
倍以上になります。

マダニに咬まれて一番問題となるのは、非常

にまれではありますが、感染症にかかること
があるということです。代表的な病気として
は、日本紅斑熱や重症熱性血小板減少症候群

（SFTS）といったものがあります。
日本紅斑熱

感染してから２日～ 10 日ほどの潜伏期を経

て発症します。主な症状としては、発熱や頭痛、
関節痛を伴い、体幹部や手足に痛みやかゆみを
感じない不規則な発疹が認められるようになり
ます。

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
数年前にテレビなどで話題となりました。こ

ご質問やお問い合わせ

く、帽子や長袖の服、長ズボン、靴下・靴の着
厳しくなってくるので、熱中症には注意してく
ださい。）帰宅後は、上着や作業着は、家の中

に持ち込まないようにしましょう。また屋外活
動後は、シャワーや入浴で、ダニがついていな
いかチェックしましょう。ガムテープを使って
服についたダニを取り除く方法も効果的です。
マダニに咬まれないことが一番重要です！も

し、マダニに咬まれた場合は、マダニがまだ体

にかみついている場合は、無理に引っ張らず、
医療機関を受診してください。マダニに咬まれ
た後は、１週間程度は発熱
や発疹、腹痛・食欲低下な
どの症状に注意して、その
ような症状があればすぐに
医療機関を受診するように
してください。

保健医療福祉課
（相生庁舎）
：TEL 0884 ー 62 ー 1141
広報なか
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こくねん情報です

那賀町役場住民課国民年金担当
徳島南年金事務所国民年金課

TEL 0884－62－1194
TEL 088－652－3114

国民年金保険料免除等の申請について

保健医療福祉課からのお知らせ
ねんりんたろうくん

保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族年金が受け取れな
い場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」
や「納付猶予制度（50 歳未満）
」がありますので、住民登録をしている市区役所および町村役場の国民年金担当窓口で手
続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。
平成 29 年度の免除等の受付は平成 29 年７月１日から開始され、平成 29 年 7 月分から平成 30 年６月分までの期間を
対象として審査をおこないます。
また、申請ができる過去期間については、申請書を提出した日から２年１ヶ月前までになります。
失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたため未納期間を有している方等は、
一度、市区役所および町村役場の国民年金担当窓口又は年金事務所へご相談ください。

国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、
保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（65 歳から受けられる年金）の受け取り額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等これらの期間の保険料については、10 年以内であれば遡って納め
る（追納）ことができます。
ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して 3 年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加
算額が上乗せされます。
追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の点にご注意下さい。
◎一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。
◎「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分である場合は、どちらを優先して
納めるか本人が選択できます。
※追納のお申し込みを希望される方、またはご相談については、お近くの年金事務所までお願します。

自衛官募集 !!
技術と体力を磨く任期制自衛官のコース

一般曹候補生採用試験案内

部隊の中核となる自衛官を目指すコース

受付期間
身

18歳以上27歳未満の男女
現在受付中

分

試験期日
試 験 場

海、空自衛隊のパイロットを目指すコース

試験内容
合格発表

海上

高卒（見込み含む）
21歳未満の男女
高卒（見込み含む）
23歳未満の男女

平成29年９月８日㈮まで受付中
特別職国家公務員

受付時お知らせします
（県内で実施します）

１次試験：平成29年９月16日㈯
か17日㈰のうち指定する１日
（県内で実施します）

平成29年９月29日㈮

１次試験：平成29年９月18日㈪
（県内で実施します）

平成29年10月10日㈫

詳細内容、試験内容等は、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ・ご用命は 自衛隊阿南地域事務所 TEL 0884 － 22 － 6981
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平成 29 年４月現在

障がい等級

※障害者手帳の等級ではありません

手当の月額（一人当たり）

１級

２級

51,450円

34,270円

※手当の月額は、物価変動等の要因に
より今後改定されることがあります。
※障がい等級については、医師の作成
した診断書により判断されます。

受給者の所得制限など、他にも支給要件があります。
詳しくは、那賀町役場保健医療福祉課（TEL 0884 － 62 － 1141）までお問い合わせください。

要支援・要介護認定を受けている皆様・ご家族の皆様へ
「介護保険負担割合証（白色）」の有効期限が更新されています。
８月１日以降に使用できる割合証は７月下旬に送付しておりますので、ご確認いただき、８月１日
以降に介護保険サービスを利用する際に、事業所へ提示してください。

見本

介護保険負担割合証（白色）は介護保険サービスを受けると
きの自己負担割合を示す証明書です。
介護保険被保険者証（薄紫色）
と一緒に大切に保管してください。
要支援・要介護認定を受けられている方に交付されています。

介護保険負担割合証

交付年月日

平成 29 年 8月 1日

番号
被
保

住所

険

ﾌﾘｶﾞﾅ

者

氏名

住所・氏名・生年月日などに
誤りがないか確認してくださ
い。フリガナ欄は空欄です。
性別

生年月日
適

利用者負担の割合

割
割

筆記試験、口述試験、適性検査 １次試験：筆記試験、適性試験 １次試験：筆記試験、適性試験
及び身体検査
２次試験：身体検査、口述試験 ２次試験、３次試験については
※体力試験はありません
※体力試験はありません
お問い合わせください
受付時にお知らせします

ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
⑴ 手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
⑵ 児童が児童福祉施設（母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く）に入所しているとき
⑶ 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

航空学生採用試験案内

航空
応募資格

20 歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母（主として児童の生計
を維持するいずれか一人）または父母にかわって児童を養育（児童と同居し、監護し、生計を維持）
する人が認定請求できます。※申請が必要です

★７月末で認定期間が終了し、現在更新中の方については、更新の認定とともに発行いたしますので、
更新認定されるまでしばらくお待ちください。

自衛官採用説明会を阿南地域事務所において８月26日㈯、９月２日㈯午後１時から２時に開催致します。
（参加希望者は事前に自衛隊阿南地域事務所 TEL 0884 － 22 － 6981 にご連絡をお願い致します）

自衛官候補生採用試験案内

特別児童扶養手当についてお知らせ

●手当月額

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ

TEL 0884 ー 62 ー 1141

期

間

平成 29 年 8月 1日
平成 30 年 7月 31日

開始年月日
終了年月日
開始年月日
終了年月日

3

用

6

3

6

8

9

徳島県那賀郡那賀町延野字王子原31－1
保険者番号並
びに保険者名
称及び印

那賀町
那賀町役場保健医療福祉課
電話 0884－62－1141

介護保険サービスを利用したときの負担割合（１割また
は２割）が記載されます。負担割合は個人の所得で決まる
ので、家族でも負担割合が異なることがあります。
一定以上所得者→２割負担※
一定以上所得者以外→１割負担
※２割負担となる方（一定以上所得者）
65歳以上で本人の合計所得金額 160万円以上
かつ年金収入＋その他の合計所得金額が
・単身で280万円以上の方
・65歳以上の方が２人以上いる世帯で346万円以上の方

（証を紛失した時は）
お近くの那賀町役場各庁舎・支所へ印鑑を持ってお越しください。
那賀町役場 保健医療福祉課 介護保険担当（TEL 0884－62－1141）

広報なか
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保健 セ ン ター

保健 セ ン ター

だより

40歳以上60歳以下の皆様

大腸がん検診（便潜血検査）を受けましょう
ご希望の方は保健センターまでご連絡下さい。
１）対 象 者：那賀町に住民票のある満40歳以上60歳以下の方（医療機関に提出する時の年）
※ただし平成29年度那賀町集団健診で大腸がん検診を受けた方は対象外となります。
２）内
容：便潜血検査（問診と２日分の採便）
３）料
金：600円（生活保護世帯は無料）
４）実施期間：平成29年８月１日㈫～平成30年１月31日㈬
５）申し込み方法：保健センター（TEL 0884－62－3892）まで電話にてお申込み下さい。
６）検査方法：保健センターから大腸がん検診票と指定医療機関の採便容器（２日分）を送付します。
２日分の採便容器と検診票と検診料金（600円）を指定医療機関に提出して下さい。後日、医療機
関から健診結果通知書が送付されます。指定医療機関は那賀町内医療機関です。

歯周病検診を始めます
１）対 象 者：那賀町に住民票のある下記の年齢の方
40歳：昭和52年４月２日生まれ～昭和53年４月１日生まれ
50歳：昭和42年４月２日生まれ～昭和43年４月１日生まれ
60歳：昭和32年４月２日生まれ～昭和33年４月１日生まれ
70歳：昭和22年４月２日生まれ～昭和23年４月１日生まれ
２）内
容：問診と口腔内検査
３）料
金：600円（生活保護世帯は無料）
４）実施期間：平成29年８月１日㈫～10月31日㈫
５）検査方法：対象者には保健センターからハガキを送付しています。そのハガキを持って町内歯科医院に受診し
てください。問診票は歯科医院においてあります。必ず予約をしてから受診してください。
お問い合わせ 那賀町保健センター

ジェネリック医薬品による自己負担額軽減の
お知らせを発送します
ジェネリック医薬品とは、新薬の特許が切れた後に、同じ有効成分を使って
作られ、新薬と同等の効果、効能を厚生労働省から承認されている医薬品です。
徳島県後期高齢者医療広域連合では、現在処方されている新薬をジェネリック医薬品に切り
替えた場合に、自己負担額がどれくらい軽減できるのか、その一例をお知らせする通知を平成
29 年９月下旬に送付します。
通知の対象者は、本年５月に医療機関で新薬を処方され、ジェネリック医薬品に切り替えた
場合に自己負担額が大きく軽減される方です。
なお、すべてのお薬にジェネリック医薬品があるとは限りませんので、利用を希望される場
合は、医師や薬剤師にご相談ください。
お問い合わせ
15
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徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課

８月 31 日は『野菜の日』
平成 29 年８月 27 日～９月２日は
『とくしま野菜週間』です！
徳島県では、平成24年度から野菜摂取不足の解消に向けて、８月31日の「野菜
の日」にちなみ、８月31日を含む１週間を「とくしま野菜週間」と定めています。
１日の野菜摂取目標量350gに対し、徳島県では男女ともに約100gの不足が見
られました。（平成24年度国民健康・栄養調査）

「とくしま野菜週間」をきっかけに野菜量を意識して、
１日350gを目指しましょう！
那賀町ヘルスメイト
鷲敷支部が考案

簡単！夏野菜レシピパート１

★お刺身deカルパッチョ風
■材料（２人分）
お刺身…… 2パック
レタス…………40g
玉ねぎ……… 1/4個
ミニトマト…… 4個
和風ドレッシング
………………少々

■作り方
①レタスは食べやすい大きさにちぎる。
②玉ねぎは薄切りにする。
③ミニトマトは半分に切る。
④お皿に野菜をしき、
刺身を上にのせる。
⑤和風ドレッシングをかける。

★山芋たんざくのなめたけ和え

古賀（TEL 0884－62－3892）

TEL 088 － 677 － 3666

だより

■材料（２人分）
長いも……… 100g
なめたけ… 大さじ1
すだち…………少々
エネルギー：39kcal
たんぱく質：1.4g

■作り方
①長いもは皮をむき、短冊切りにする。
②長いもとなめたけを和え、すだちを添
える。
脂
質：8.1g
炭 水 化 物：8.3g

お刺身を醤油
で食べるより
も
減塩できて一
石二鳥★

エネルギー：175kcal
たんぱく質：17.6g 脂
質：9.1g
炭 水 化 物：12.4g 食塩相当量：0.5g

長いもは野菜
ではありませ
ん
が、ぬめり成
分のムチンに
は
消
化吸収を助け
る効果があり
、夏
場に摂りたい
栄養素です！

食塩相当量：0.3g

★なすの田楽
■材料（２人分）
なす…………… 2本
ゆずみそ… 大さじ2
いりごま………少々
大葉…………… 1枚
油………………少々

■作り方
①なすは縦半分に切り、皮に切れ目
を入れておく。
②フライパンに多めの油をしき、な
すの両面に焼き色がつくまで焼く。
③なすにゆずみそを塗り、オーブントースターで 3 ～ 4
分焼く。
④仕上げにいりごま、刻んだ大葉をのせる。

エネルギー：132kcal
たんぱく質：
3.4g
脂
質：
8.1g
炭 水 化 物： 12.4g
食塩相当量：
0.7g

広報なか
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那賀警察署だより

平成 29 年８月
那賀警察署発行

℡ 0884−62−0110

交通マナーアップ推進月間県民運動
交通ルールを守り、交通マナーの向上に努め、相手の立場を
尊重する「思いやり」と「ゆずり合い」の心で、交通マナー
アップ先進県をめざしましょう！
①
②
③
④
⑤

平成29

年

７月１日
～８月3 土
1日木

交差点でのルールを守り、交通マナーの向上に努めましょう。
横断歩道の交通事故防止に努めましょう。
自転車利用者も安全利用に努め、交通マナーを守りましょう。
全ての座席におけるシートベルトとチャイルドシートの正しい着用を徹底しましょう。
運転時には、携帯電話などを使用しないようにしましょう。

徳島県警察職員募集
徳島県警察では、現在、警察職員を募集しています。受験資格については、下記のとおりです。

（年齢については平成 30 年４月１日現在のものです。
）

受 験 資 格

受付期間

第１次試験日

昭和62年４月２日（30歳）から平成12年４月
１日（18歳）までに生まれた者。ただし四年
制大学等を卒業した者又は平成30年３月31日
までに卒業する見込みの者を除く。

８月10日
～８月31日

10月15日

平成８年４月２日（21歳）から平成12年４月
１日（18歳）までに生まれた者。ただし四年
徳島県職員
（高等学校卒業程度） 制大学等を卒業した者又は平成30年３月31日
までに卒業する見込みの者を除く。

８月10日
～８月28日

９月24日

警察官Ｂ

（男性・女性）

火災
救助
救急

は119番

通報は、おちついて
ゆっくりはっきりと

那賀町消防署だより
那賀町消防署
TEL 0884−62−1119
那賀町消防署上流出張所 TEL 0884−67−0625

８
月号

乳幼児突然死症候群を知ってますか？
通称 “SIDS（シッズ）” といわれる乳幼児突然死症候群とは、健康な赤ちゃんが睡眠時に原因不明の突
然死に襲われる症候群（原因が不明で、病気かどうかはっきりできない）のことをいいます。
乳児期（１歳未満）のうち生後２～６ヶ月の子どもに発生しており、予防策として“うつぶせ寝をさせ
ない”、“母乳で育てる”、“禁煙する”等があるようです。（厚生労働省調べ）
実は徳島県は乳児死亡率が高く、平成23年度以降ワースト５以内で、平成23～25年はワースト１とな
りました。主な原因としては先天異常で、その他には早産、上記で述べたSIDSなどが含まれます。

成人と乳児（１歳未満）の心肺停止時の救命処置には少し違いがあります。
○胸骨圧迫する位置は両乳頭を結ぶ線の少し足側、胸骨の下半分。
○胸骨圧迫の強さ（深さ）は胸の厚さの約３分の１を目安とする。
○乳児に対する胸骨圧迫は指２本で行う。
○人工呼吸は口対口鼻人工呼吸を行う。
上記の内容が全てではありません。上記の内容を把握しただ
けでは十分な救命処置は実施できません。必ず “ 普通救命講習 ”
を受講して下さい！

救 命

の

連 鎖 熱中症に注意 !!（７～８月がピーク！）

○応急手当で対応できる…めまい・立ちくらみ、筋肉痛や大量の発汗
上記の場合、涼しい場所に移動する、衣服を緩める、冷えた水分を自分で摂取させる（意識が
清明ならば）、といったことで対応可能となることが多いです。
尚、下記の症状には特に注意が必要です！
○救急搬送が必要になる…頭痛、吐き気・嘔吐、倦怠感や虚脱感
○入院が必要になる重症…意識障害、けいれん、手足の運動障害、高体温
上記の場合は直ちに119番通報し、救急隊が到着するまでの間、できる限
り涼しい場所で冷却を続けて下さい！

気温・湿度が高い、風が弱い、日差しが強い日は特に注意して下さいね！

徳島県職員等採用試験

（大学卒業程度（司書）
、短期大学卒業程度、高等学校卒業程度）
【とき・ところ】９月24日㈰ 徳島大学総合科学部
【受付期間】８月10日㈭～８月28日㈪
【試験区分】（大学卒業程度）
司書
（短期大学卒業程度）総合土木、診療放射線技師、臨床検査技師
（高等学校卒業程度）一般事務、学校事務、警察事務、林業

８月は
「電気使用安全月間」
です

身体障がい者を対象とした徳島県職員等採用選考考査
【とき・ところ】10月22日㈰
お問い合せ先
17
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徳島県職員会館

県人事委員会事務局任用課

【受付期間】８月10日㈭～８月28日㈪
【考査区分】一般事務、学校事務
TEL 088－621－3212

FAX 088－621－2887

徳島支部

長時間プラグを差し込んだままにしておく
と、プラグとコンセントの間にホコリがたま
り、湿気をおびるとプラグが突然発火するこ
とがあります。 これをトラッキング現象と
いいます。
火災の原因になることがあるので、プラグ
はときどき点検掃除をしましょう。
電気安全のご相談は、お気軽に
下記までご連絡ください。

徳島南事業所

TEL

0884−22−8177
広報なか
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那賀町総合型地域スポーツクラブ

29年度会員募集中

那賀よしクラブ

那賀よしクラブでは、平成 29 年度の会員を募集しています。
会員になると、クラブで実施している各教室やイベントに会員料金で参加していただけます。
また、会員が集まってＢ＆Ｇ体育館を使用する時は施設使用料が無料になります。

那賀町地域子育て支援センターからのお知らせ
開所日：月曜日～金曜日・第２、第４の土曜日
（午前９時～午後５時）TEL 0884−64−1220（那賀町阿井字寺西７）

８月11日～９月９日までのプログラム
（予定）
にち

げつようび

かようび

すいようび

もくようび

年度会費 ： 1,200 円＋スポーツ安全保険料（中学生以下 800 円、高校生以上 1,850 円、65 歳以上 1,200 円）

８・９月のスポーツ教室
教

室

名

（第１・３週は小学校低学年
第２・４週は幼児です）

歪み改善！ポールほぐし
（毎月第１・３火曜日）
ココロとカラダ、すっきりヨガ
（毎週木曜日）

教

午後６時15分
～７時15分

室

名

開催時間

キッズダンス教室
（毎月第１・３土曜日）

※８月15日は休み

午前10時～11時15分
※８月15日は休み

午前10時～11時15分
※８月17日は休み

ど

11
山の日

12
自由に遊ぼう

18
大型絵本を楽し
もう

19

全教室初回無料体験実施中 !

開催時間

こども体操教室
（毎週火曜日）

６月の利用者数：481人

場所：鷲敷 B&G 海洋センター体育館

きんようび

第１土曜
午後６時～７時（小学２年生以下）
午後７時～８時（小学３年生以上）
第３土曜
午後６時～７時（全年齢対象）

体幹バランス★ポール＆ヨガ
（毎月第１・３火曜日）

午後７時30分～８時45分

オヤスミまえのリラックスヨガ
（毎週木曜日）

午後７時30分～８時45分

エアロビクス
（毎月第２・４土曜日）

午後８時～９時

気軽に運動教室《ナカスポ》 午前10時～11時15分
（毎月第１・３火曜日、毎週木曜日） ※８月17日は休み

※８月15日は休み

14
自由に遊ぼう
13

21
自由に遊ぼう
20

15
16
17
しゃぼん玉で遊 絵本の読み聞かせ わじきこども園
ぼう
「お話し玉手箱」 でのクラス開放

22
わじきこども園
３歳児との交流

11:00 ～

10:00 ～ 11:00

23
プール遊びを楽
しもう

24
絵本を楽しもう

25
ベビーヨガ＆
チャイルドヨガ

26
自由に遊ぼう

10:00 ～ 11:00

※８月17日は休み
※９月28日はキャンドルヨガ
※８月12日は休み

27

28
プール遊びを楽
しもう

29
バルーンで遊ぼ
う

30
誕生会

31
製作遊び

9/1
手遊び・歌遊び

2

4
自由に遊ぼう

5
エプロンシア
ターを楽しもう

6
親子触れ合い遊
び

7
わじきこども園
でのクラス開放

8
段ボールで遊ぼ
う

9
自由に遊ぼう

※参加料等、詳しい内容はクラブ事務局にあるパンフレットをご覧いただくか事務局までお問い合わせください。

☆那賀よしクラブ主催 スポーツ大会の結果☆

「第15回 那賀よしクラブ杯
「第５回 那賀よしクラブ杯
グラウンドゴルフ大会」 家庭婦人バレーボール交流大会」
６月10日㈯

優 勝：
加川 精一さん

相生グラウンド 参加者200名 ３ゲーム

45打

準優勝：岡 モトエさん
第３位：北岡 岩雄さん

49打
50打

６月11日㈰

鷲敷Ｂ＆Ｇ体育館

優 勝：
準優勝：見能林体協（阿南市）
宍喰クラブ（海陽町） 第３位：Lien（藍住町）

６月18日㈰ 鷲敷Ｂ＆Ｇ体育館・相生中学校 参加：ミックスＡ（年齢不問）14チーム、ミックスＢ（40歳以上）９チーム
【ミックスＡ】
優 勝：crisis/unity
準優勝：西条クラブ
【ミックスＢ】
優 勝：EAGLE'I
準優勝：unity/PSR

【申込み・問い合わせ】那賀よしクラブ事務局（那賀町鷲敷Ｂ＆Ｇ体育館内） TEL 0884ー62ー1300
広報なか

10:00 ～ 11:00

参加チーム数７

「第12回 那賀よしクラブ杯 ソフトバレーボール大会」

19

3

８月17日㈭と９月７日㈭は、わじきこども園での
クラス開放です。お子さんと同年齢のクラスに仲間
入りして、１時間ほど一緒に過ごします。今後、途
中入園をされるお子さんとお母さんにお勧めのプロ
グラムです。支援センターの職員もこども園でお待
ちしています。
プール遊びや水遊びをする機会が多くなっています。
天気が良く、気温が上がりそうな日は、プログラム
の予定外でビニールプールの準備をしていることが
あります。常に水遊びやプール遊びができるように
タオルや着替えの衣服等を準備していると便利かと
思います。
30日㈬は、７月生まれのお子さんの誕生会を予定
しています。該当者で参加希望の方は、プレゼント
等の準備の都合上、22日までに申し込みをお願い
致します。

各こども園の子育て支援日について
あいおいこども園の開放日（火 ･ 木 の 8：00～12：00）
ひらだにこども園の開放日（毎週木曜日10：00～15：00）
き と う こ ど も 園の開放日（毎週水曜日 9：00～14：00）
子育て支援センターの利用に申し込みは不要です。
開所時間帯の利用したい時間に直接お越し下さい。

〜 こまめに水分補給を 〜
乳幼児の体は水分が 80％を占めています。汗をかいて
体温調節をしたり、尿として出したりして失われていき
ます。水分補給は、１度にたくさん飲むのではなく汗を
かく前にこまめに飲むようにしましょう。親子共々、水
分補給を心がけましょう。
予定が変更する場合もあります。ご理解をお願い致します。
疑問がありましたら子育て支援センターにお問い合わせ下さいね。

広報なか
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相 生 森 林 美 術 館 だ よ り

川口エネ・ミュー便り

夏休み絵本原画展

たじま ゆきひこ展
９月10日㈰まで

田島征彦さんが来館します！
日
協

皆さんからお寄せいただいたミュージアムの愛称が「川口エネ・ミュー」に決
まりました！タイトルも新しい愛称にリニューアルです。皆さんに長く愛される

休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
入館料：一般 320 円、中学生以下無料

た じまゆきひこ

■親子で楽しむ
おはなし会

こんにちは。エネ・ソータとミュー・ソータです。

型絵染と絵本原画

夏休み絵本原画展として、絵本作家として知られ、染色作家としても
多方面で活躍する田島征彦の作品を紹介しています。
今でも多くの人々に読み継がれるベストセラー絵本『じごくのそうべ
え』の原画をはじめ、作者のインスタレーションによるダイナミックな
染色作品の展示をご覧いただけます。この機会にどうぞご来館下さい。

名前になったら嬉しいな。
さてもう夏本番。夏休み仕様のワークシートを準備しています。夏休みの自由
研究の宿題に困ったらミュージアムを覗いてみてくださいね。

展示作品を前にギャラリートークを行う田島征彦氏

田島征彦講演会

８月27日㈰

午後２時～２時 30 分

ん

えほ

えほん

木 頭 図 書 館 だ よ り

■ 子ども向け
・このあいだに なにがあった？
佐藤雅彦＋ユーフラテス
・ほうちょうさん ききいっぱつ みやにしたつや
・もりのとしょかん
ふくざわゆみこ
・おもいで星がかがやくとき
刀根 里衣
・小学館版 学習まんが人物館 広岡浅子
大谷じろう
・ミラクル！ おまじない大じてん
マーク・矢崎治信／監修
・かつお節とだしのひみつ
たまだまさお

■ 一般向け
・どれ飲む？いつ飲む？エナジードリンク・
栄養ドリンクのすべて
松永政司／深野真季子
・どんなに体が硬い人でもできる指だけヨガ
深堀真由美
・ねてもさめても とくし丸
移動スーパーここにあり
水口 美穂
・どんな時でも人は笑顔になれる
渡辺 和子
・落語小説 柳田格之進
金原亭伯楽
・あの子が結婚するなんて
五十嵐貴久
・凄腕
永瀬 隼介
・劇場
又吉 直樹
・万次郎茶屋
中島たい子

（※この他にも新着本届いています。）

好きな絵を描いてパッチンとはめこんだら自分だけのキーホルダーが完成。
小さなお子様から楽しめるカンタン工作です。
開催日時：8/1 ㈫～ 8/15 ㈫
9：30 ～ 16：30（随時）
円
材料費：100
■工作教室「ダンボールクラフト」

参加料：無料

■「星空観望会」

土星や夏から秋にかけての星座を観察しよう。
新しい望遠鏡で、今度こそ満天の星を！
開催日時：8/26 ㈯
19：30 ～ 20：45
途中参加、退場自由
※雨天中止
場
所：相生森林美術館駐車場
※事前予約申込制（TEL 0884 － 62 － 2209）

お問い合わせは…

TEL 0884－68－2226
IP 050－8800－6011
FAX 0884－68－2566

【休館日】日曜・祝日
【開館時間】9：30～18：00（土曜は17：00まで）
※１人10冊まで。貸出期間は２週間です。
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広報なか

TEL･FAX 0884－63－0117
IP（鷲敷地区のみ）63－0117
【休室日】月曜・火曜
【開室時間】 9：00～12：00、13：00～16：00
※木頭図書館の本も貸出できます。

■ 鷲敷図書室

■「水力発電を学ぼう」

参加料：無料

水車を回して電気を作ってみよう。
正面玄関前テントで、楽しみながら水力発電
を体験しよう。
開催日時：8/1 ㈫～ 8/31 ㈭
9：30 ～ 16：30（随時）
※雨天中止

川口ダム自然エネルギーミュージアム

休 館 日

毎週月曜日（祝日の場合は翌日）

ＴＥＬ

0884－62－2209（FAX兼用）

開館時間

9：30 ～ 16：30

ＵＲＬ

http://www.kre-museum.jp/

入館料
無料

町内業者請負状況（建設工事）
那賀町が実施している事業について、今回の入札では以下の請負業者に
決まりました。詳細については役場相生庁舎にて閲覧することができます。
〔お問い合わせ先〕会計課・検査室 TEL 0884－62－1120
契約日

工

事

名

H29. 7. 3 平成29年度 町単独町道杉尾線改良工事

7. 4 平成29年度 町単独音谷田ノ久保線新設工事
7. 5 平成29年度 県単林道事業

■ 木頭図書館

円

昨年大好評だったダンボールクラフト。今年は人気のバス型です。小物入れにもなります！
開催日時：8/16 ㈬～ 8/31 ㈭
9：30 ～ 16：30（随時）

午後１時～２時30分

相生森林美術館（TEL 0884ー62ー1117）まで

新着本を紹介します

材料費：100

■工作教室「パッチンキーホルダー」

時：「たじま ゆきひこ展」会期中の毎週土曜日
力：おはなしボランティア「お話し玉手箱」

※お問い合わせ・講座のお申し込みは･･･

８月中は月曜日も
開館。無休です！

林道舗装工事

工事場所 請負金額（円） 請負業者名
横

石

14,515,200 ㈲ 谷 崎 組

横

石

4,914,000 ㈲ 四 宮 工 業

音

7. 7 平成29年度 社会資本整備総合交付金事業 町道鉢久保線改良工事 木

谷
頭

90,504,000 木 沢 建 設 ㈱

木頭出原

7,560,000 ㈱ 小 野 組

7. 7 平成29年度 町単独町道蔭谷線維持修繕工事

蔭

7.10 平成29年度 町単独町道北野線開設工事

木頭西宇

7.10 平成29年度 町単独旧木頭分校跡地整備工事

20,304,000 ㈲ 多 田 組

7.12 平成29年度 町単独 平谷小学校校舎・屋内運動場WC等改修工事 平

谷

谷

10,800,000 ㈲ 橋 本 土 建
7,722,000 廣 間 組 ㈲

5,454,000 ㈲ 岩 崎 建 設
広報なか
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那賀川 防災情報コーナー

皆さんこんにちは、国土交通省那賀川河川事務所です。
今回は、ダムの異常洪水時防災操作についてのご紹介です。

Vol.80

長安口ダムでは、洪水時にダムに流れ込む水（流入量）を一部貯めて、川の水量を減らすことを目的
とした防災操作（洪水調節）を行います。しかし、ダムに貯めることができる水量には限界があります。
そのため、計画を越える異常な降雨により、洪水時最高水位を越える（ダムが満タンになる）恐れがあ
る場合には、ダムからの放流量を流入量まで徐々に増加させる操作を行います。このような操作を「異
常洪水時防災操作（ただし書き操作）」と呼び、この操作に移行すると、「ダムの流入量＝放流量」とな
り、ダムがない場合の自然の川と同じ状態になります。なお、通常の防災操作から異常洪水時防災操作
に移行する目安として、異常洪水時防災操作開始水位があり、この水位を越え、更に水位が上昇する恐
れがある場合に移行することになります。

放流量
75

洪水調節中

異常洪水時防災操作開始

流入量
100
洪水時最高貯水位
異常洪水時
防災操作
開始水位

放流量
90

流入量
100
洪水時最高貯水位
異常洪水時
防災操作
開始水位

ダム満水時

放流量
100

流入量
100
洪水時最高貯水位
異常洪水時
防災操作
開始水位

※図中の流入量、放流量はイメージで実際の流量とは異なります。

異常洪水時防災操作開始水位の変更について

長安口ダムでは、平成 21 年度にダム湖周辺地域
にて浸水被害を受け、対策が完了するまでの間、異
常洪水時防災操作開始水位を E.L222.7m としてい
ましたが、平成 29 年３月までに家屋移転が完了し、
浸水の恐れがなくなったため、平成 29 年度から、
E.L224.5m に戻しましたのでお知らせします。

E.L224.5m
E.L222.7m

平成21年 平成29年 4月〜
11月～
4月
本川 支川
家屋移転完了

ぼくたちがわたります
あいおいこども園の横を通る町道中山線に、横断看板の設置を行いました。
あいおいこども園は、保育部と幼児部の園舎が分かれており園児たちは生
活の中で一緒に給食を食べたり、小さい子どもたちを寝かしつけてくれたり、
おやつを一緒に食べたりと毎日数回この道を横断しています。
園児達が園舎を移動する際、横断中事故に遭わないために、運転手のみな
さまへ注意喚起の一つとして設置しました。
看板には、園児たちが描いた絵とともに「ぼ
くたちがわたります」の文字が書かれています。
運転手のみなさま、「ぼくたち
がわたります」よろしくお願いい
たします。
広報なか

区

上那賀地

単独住宅

■海川団地
単独住宅

区

床面積
34.04㎡

間取り
２DK

間取り
１DK

空き戸数
１戸

空き戸数
１戸

申込み方法

所 在 地：海川字ナカトヲリ65番地1
構 造 等：準耐火構造２階建／平成７年建築
住宅使用料等：12,500円
（月額）
／敷金：37,500円
設 備 等：ガス給湯器・CATV・簡易水道・汲み取
り槽

《注意事項》
・申込者多数の場合は抽選となります。
・申込後、入居までに関係書類を提出し、諸条件を満たすことが必要となります。
詳しくは最寄りの窓口へお問い合わせください。
・募集終了後も長期空き家住戸につきましては、引き続き先着順で募集いたします。
【町営住宅共通入居資格】
各住宅の種類ごとに定める住宅条例の入居基準に該当する者であって、概ね
次に掲げる資格を有する者。
・現に同居し、又は同居しようとする親族（事実婚、婚約中を含む。）があること。
・町内在住者もしくは入居決定後直ちに那賀町の住民となる方。
・町税及び公共料金の滞納が無い方。
・その他各住宅の種類毎に定める資格を有する者
※詳しくは上記「申込・問い合わせ窓口」までお問い合わせください。
※他の地区（上那賀地区・木頭地区・木沢地区）にも空き住宅がございます。詳し
くは地区申込先へお問い合わせください。

年
平成29

㈬
８月９日
㈪
～21日

上那賀地

床面積
56.86㎡

所 在 地：平谷字窪田４番地１
構 造 等：木造２階建／平成25年建築
住宅使用料等：20,000円
（月額）
／敷金：60,000円
共 益 費：共益費有り 1,665円
設 備 等：ガス給湯器・CATV・簡易水道・合併処理槽

間
申込期

１．申込
○役場本庁・支所で申込用紙を受け取
り、上記申込期間内に、必要事項を
記載の上、下記添付書類と共にご提
出ください。
２．添付書類
①入居者全員の住民票
②入居者全員の直近の所得額の分かる
書類（所得証明書又は直近の源泉徴
収票の写し等）

申込・問い合わせ窓口
●那賀町役場住民課（鷲敷地区）
TEL 0884－62－1194
●那賀町役場建設課（相生地区）
TEL 0884－62－1167
●那賀町役場上那賀支所
TEL 0884－66－0111
●那賀町役場木沢支所
TEL 0884－65－2111

●那賀町役場木頭支所
TEL 0884－68－2311

※引き続き、宅地嵩上げ等の浸水
対策工事を推進していきます。

本コーナーに関するご意見は、下記までメール又はお葉書でお願いします。
長安口ダム管理所 〒771-5505 那賀町長安向イ22-1
E-mail skr-nakaga70@mlit.go.jp
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【募集団地】

■新窪田団地

異常洪水時防災操作（ただし書き操作）とは？

操作イメージ

町営住宅の入居者を募集いたします

第 44 回 相 生 ま つ り

８月15日 火

日時

平成29 年

場所

相生中学校グラウンド

祭

プログラム
18：00 〜
19：00 〜
19：15 〜

バンド演奏・キッズダンス
開幕セレモニー・もち投げ
歌謡ショー（１部）
【白崎映美とザ・エレガンツ】
19：45 〜 吹筒煙火（１部）【那賀町煙火保存会】
19：55 〜 打上花火（１部）
20：05 〜 ふるさと踊り・相生音頭
※雨天の場合

20：20 〜
20：50 〜
21：10 〜
21：20 〜
21：45 〜

歌謡ショー（２部）
【白崎映美 と ザ ・ エ レ ガ ン ツ 】
阿波踊り【鷲敷ライン連】
吹筒煙火（２部）
【那賀町煙火保存会】
打上花火（２部）
フィナーレ

歌謡ショー・踊りは体育館で実施・花火は翌日順延
広報なか
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無人航空機
（ドローン・ラジコン機等）
の
安全なフライトについて

一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の
縦覧及び意見書の提出について

2015年12月10日に、無人航空機を飛行させる際の法律が施行されました。
次の場所では、無人航空機の飛行は禁止されていますのでご注意下さい。
なお、飛行させたい場合には、地方航空局への申請が必要となります。

空港周辺

（空港、飛行場、ヘリポート）

高度150ｍ以上の上空

人家の密集地域

本町では、那賀町清掃センターの更新に向けた取り組みとして、平成 26 年 6 月より那賀町クリーンセンター建
設予定地周辺で生活環境影響調査を実施してまいりました。廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律
第 137 号）第 9 条の 3 第 2 項及び那賀町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の
手続に関する条例（平成 17 年 3 月 1 日条例第 138 号）第 3 条に基づき縦覧に供するとともに、生活環境の保全
上の見地から意見を募集します。
縦覧期間

平成 29 年 8 月 9 日から平成 29 年 9 月 8 日
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで（ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く）
縦覧場所

150m

飛行方法についても、決まりがありますのでご注意下さい。こちらも飛行ルール同様以下の方法によらず飛行
させたい場合には、地方航空局への申請が必要となります。

日中
（日の出から日没）での飛行

目視（直接肉眼）の飛行

距離の確保（第３者（人又は

建物、車両などの物件）から
30ｍ以上）

・那賀町役場環境課（那賀町役場鷲敷庁舎1階）
〒771-5295 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104-1
・那賀町役場相生支所地域振興室（那賀町役場相生庁舎1階）
〒771-5495 徳島県那賀郡那賀町延野字王子原31-1
縦覧方法

縦覧される方は、各縦覧場所で縦覧申込書（指定様式）に必要事項を記入のうえ、縦覧してください。
意見書の提出

一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係のある方は、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することがで
きます。
意見書の提出期間

30m

催し場所での飛行禁止
イベント会場

危険物輸送の禁止
凶器

30m 30m

物件投下の禁止

毒物類

火薬類
引火性液体 など
このほかにも
・道路上空の飛行（道路交通法）※１
・所有地以外での飛行（民法）※２
・ドローン等による撮影映像等のインターネット上での取り扱い（個人情報保護法）※３
・墜落し、その場に不法投棄した場合（産廃法）※４
・[社]日本ラジコン電波安全協会の技術基準適合証明（技適マーク）が、なされているもの（電波法）
などにおいて申請や許可・報告が必要になってきます。
１※
２※

３※
４※
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道交法には上空の使用に対する規制はない。航空法により規定された航空機（無人航空機を含む）は原則として飛行可能
であるが、無人航空機の場合は、例えば地上１ｍでの飛行も可能なため警察の判断が優先されます。
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。有人航空機は航空法において公共性を謳われているた
め、この条項は適用されないが（特別法の優位性）無人航空機に関しては公共性を謳うのは無理があり、また地上や水面
の近くを飛行するなど地権者に対する影響は非常に大きいことから依然としてこの条項は有効であると解釈されます。
ドローン等を用いて画像・映像を撮影し、更に被撮影者の同意なくインターネット上で公開した場合、リスク（賠償責任・
軽犯罪法・個人情報保護法等）を負うことになります。
不法投棄の罰則は、個人は懲役または罰金。法人に対しては高額の罰金などがあります。
広報なか

平成 29 年 8 月 9 日から平成 29 年 9 月 23 日
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで（ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く）
意見書に必要事項を明記し、郵送、ファックス、メール又は直接持参のいずれかの方法により那賀町役場環境課へ
提出してください。
○郵送の場合
〒 771-5295 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川 104-1
那賀町役場環境課あて
○ファックスの場合 0884 － 64 － 1004
○メール場合
kankyo@naka.i-tokushima.jp
○持参の場合
那賀町役場環境課又は那賀町役場相生支所地域振興室
〈意見書の取扱〉
提出された意見書については、町の見解をまとめ、町ホームページで公表する予定です。意見書を提出された方
の個人情報等は公表しません。また、提出された意見書に対しての個別の回答は行いませんので、あらかじめご了
承ください。
※縦覧期間及び意見書の提出期間については、予定で
すので変更する場合があります。
※本町ホームページにおいても同様の通知を掲載する
予定です。

〈お問い合わせ先〉

那賀町役場環境課
住

所：〒 771-5295
徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川 104-1
電
話：0884 － 62 － 1192
ファックス：0884 － 64 － 1004
メ ー ル：kankyo@naka.i-tokushima.jp
広報なか
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相生地区のみなさんへ

８月末までです！

９月の大型ゴミの受付は
136〈インスタ〉

相生地区の大型ゴミ収集は９月ですが、受付は収集月の前月中までです。
※各地区の収集日はゴミ収集カレンダーでご確認ください。

by でじまん
お昼に打合せを
したいのですが、
何か予定ありま
すか？

昼 か ら は、
インスタの
後、外出し
ようかと思
ってたんだ
が・・・

受付期日までに役場窓口でシール券をご購入ください。
・大型ゴミの品目によってシール券の金額は異なります
（詳しくは窓口または環境課へおたずねください）。
・１回の回収で１世帯につき 10 個まで大型ゴミが出せます。
・直接のお持ち込みについては那賀町清掃センター
（℡ 0884－67－0754 IP 050－8800－2037）へご連絡ください。
【問い合わせ先】 那賀町役場環境課 ℡ 0884 ー 62 ー 1192

インスタと
言いますと、
今流行の写
真をネット
投稿するや
つですね！

《相生共販所》

木材市況
樹種

長さ
３ｍ

杉
前に買ったそ
の自撮り棒も
役立ちます
ね！

インスタっ
て、そうい
うものだっ
たのか・・・

４ｍ

●売上数量
2,505㎥
（681,986才）

（平成29年７月12日開催）

第592回市

径級
平均単価
  〜11
200円／本
12〜13
6,500円／㎥
14〜16
9,500円／㎥
18〜22 13,000円／㎥
  〜  8
300円／本
9〜13
7,000円／㎥
14〜16 10,000円／㎥
18〜32 14,000円／㎥

樹種

長さ
３ｍ

桧
４ｍ

径級
  〜11
12〜13
14〜16
18〜22
  〜  8
9〜13
14〜16
18〜22

平均単価
200円／本
7,000円／㎥
12,000円／㎥
12,500円／㎥
300円／本
8,500円／㎥
15,000円／㎥
15,500円／㎥

相談所

相談委員

私は、時間が
無いので昼は
インスタント
ラーメンを食
べるという意
味で言ったん
だが・・・

８月23日㈬

10時～12時

地 域 交 流 センター

吉原

桂子 委員

８月23日㈬

10時～12時

相生老人福祉センター

中田

昌一 委員

８月18日㈮

10時～12時

上那賀支所町民サロン

早山

公昭 委員

９月の人権相談

相談は無料で秘密は固く守られます。
お気軽にご相談ください。

相 談 日 ９月６日㈬ 10：00～12：00
相談場所 木沢支所会議室
出席委員 井内 海俊 委員、田村 文一 委員

ひまわりは人権の
花です。

川
柳

懸命に子育ツバメ良い手本

東 村 恵美子

水田の蛙の音にも少子化が

ミヤノ

西 村 マサエ

検診でほっと一息つく微妙

岡

溝 口 百 合

亀 島 梨花女

新築は雨降るように餅投げる

歌

みのかさをつけた案山子が田に見えぬ

短

息災でこの長生きに手を合わす

島 梨花女

英

生き極楽に感謝ディの日

亀

朝靄に見まがう花のあわあわと

田 三

あじさい湖畔に師を想うとき

福

子

広報なか

百姓に定年なしと思いつつ

林 和

もうひととせと籾を蒔きゆく

栗
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那賀町民生児童委員連絡協議会が
平成29年度優良民生委員児童委員協議会表彰

平成 29 年７月９日㈰、東京都（東京ビッグサイト）で開催された民生委員制度
創設 100 周年記念全国民生委員児童委員大会の式典において、那賀町民生児童委
員連絡協議会が優良民生委員児童委員協議会表彰を受けました。
これは、全国民生委員児童委員連合会会長会から、自主的計画的な運営により活
動実績をあげている民児協を表彰されるものであり、地域における各種の福祉問題
への取り組みや、地域住民への相談活動が積極的に展開されるなど、多岐にわたっ
ての実績が優れていることが評価されたものです。

名藏フジヱさん 厚生労働大臣特別表彰
平成 29 年６月９日㈮徳島県庁において、木頭地区民生委員・児童委員の
名藏フジヱさんが、厚生労働大臣からの特別表彰を徳島県知事から伝達され
ました。
名藏フジヱさんにおかれましては、木頭地区で 27 年間という長きにわた
り民生委員・児童委員としての御功労により表彰されたものです。

阿津江地区における民有林直轄治山事業について

８月の行政相談開設日
開催日時

表彰

その③

３回目となる今回は、那賀町阿津江地区(旧木沢村)の民有林直轄治山
事業で実際に行っている工事のうち「治山ダム」について紹介します。
治山ダムは、渓流の縦侵食や横侵食を治山ダムにより防止することに
より、渓床の安定、渓流崩壊地の基礎部の固定、渓流に堆積した不安定
土砂の流出・下の防止などを図ることを目的として施工されます。渓流
に治山ダムを施工することで、渓床勾配を緩和・安定させるほか、常時
においては流出土砂を流水とともに徐々に流下させますが、降雨等によ
り土石流などが発生した際には、土砂の流下を抑止させる働きがあります。
また、治山ダムはその目的によって「谷止工 ( たにどめこう )」と「床
固工（とこがためこう）」の２つに区分され、谷止工は、ダムの上流側
に貯砂機能があるダムで、上流の不安定土砂をダムに溜め込み、渓床勾
配を安定化させ
新しい
て い き ま す。 一
谷止工
渓床勾配
方、床固工は、現
渓床勾配が緩やかになり流速が減少し、
浸食を防止する。
に渓流にある土
不安定土砂
砂の流下を抑止するためのもので、谷止工と比べ小
元々の
規模なダムとなることが多いです。
渓床勾配
阿津江地区では、平成16年度の山腹崩壊により
元々の
渓床勾配
発生した土石が流出した際に、それまで森林地帯
床固工
であった区域が土石によって侵食され、新たな谷
不安定土砂の流下が抑止される。
が形成されましたが、徳島森林管理署では、これ
らの谷に治山ダムを施工することにより、降雨や
流下水による更なる侵食の防止、渓流上にある不
安定土砂の流下の抑止を図るなど、地域住民の皆
様の安全・安心の確保に努めています。
広報なか
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か

那賀町では初めてとなる大規模な発掘調査。城館の本格的発掘調査は県下で３例目。
徳島県教育委員会と公益財団法人徳島県埋蔵文化財センターは、那賀町小仁宇地区において床上浸水対
策事業関連埋蔵文化財発掘調査を４月から実施しており、その成果を７月１日㈯に現地にて公開しました。
出土された遺物から、この地に平安時代末期（12 世紀）、鎌倉時代、室町時代と継続的に生活の舞台と
なっていたことが分かり、また遺構などから小仁宇城跡の位置が確定しました。
現地説明会には町内外より 300 名余りが訪れ、那賀川流域の豊かな歴史を知る機会となりました。

平成二十九年八月七日発行

小仁宇城跡

那賀町小仁宇字舟津の上、標高 55 ｍの段丘上にあり、永禄年間（1558-70 年）に藤原正廣（仁宇
『阿波志』より
伊豆守）が城主だったと記されている。
縄張図には、南から東は自然の谷川（城の谷）
、西は空堀、北は那賀川に囲まれた、東西約 80 ｍ、
『城郭研究者 本田 昇氏作成描写』より
南北約 50 ｍの範囲を城跡としている。

発行・編集
那賀町まち・ひと・しごと戦略課

今回の発掘調査では、生活必需品や国
内外産の陶磁器、茶道具、遊興具、かわ
らけ等の贅沢品など約 20,000 点の遺物
が 出 土 し ま した。
（なかでも瀬戸焼は、県
下でもほとんどみられない稀少なもの）

は ぴな
か
１歳になりました

大林

ゆう ま

裕万ちゃん

仁宇（鷲敷）

山澤

まな と

ゆい た

心翔くん

澤井 結太くん

土佐（鷲敷）

土佐（鷲敷）

百 合
（鷲敷）
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お誕生おめでとう

上野
晃
あか
り
） 長女 朱 里
ゆかり

日

と

美波町

あお

匡
浦（相生）

香

上那賀
）

小仁宇
（鷲敷）

昌史

有
瀬（

成

（木頭）

木頭和無田

満

子

） 長男 蒼 大

岡川
亜子

田

裕

ご結婚おめでとう

江

中

中

田

石

入

髙

中 山（鷲敷）
和食郷（鷲敷）
入 野（相生）
阿 井（鷲敷）
木頭南宇
（木頭）
百合谷（鷲敷）
木頭和無
（
田 木頭）
大久保（相生）
拝 宮（ 上那賀）
延 野（相生）
西 納（相生）
和 食（鷲敷）

米崎印刷㈱

お悔やみ申し上げます

84 82 95 102 89 74 62 88 90 90 60 85

歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳

印刷

※注意 広報掲載については、那賀町役場へ届出された方、
及び掲載希望の申し出があった方について掲載しておりま
す。他市町村へ届出された方で掲載をご希望の方は、戸籍
係までお申し出くださいますようお願いいたします。

ＦＡＸ（０８８４）６２・１１７７

小川 博㓛
尾竹 史行
下田仁三郎
髙見
昇
久保トメ子
西原 久夫
桝田喜久代
小川 吉日
井本ヲキチ
中村キンノ
谷崎 義利
松本 和子

ＴＥＬ（０８８４）６２・１１８４

〒 − 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川１０４番地１

１歳になるお子様の写
真を募集しています。
ご提供いただいた写真
は広報、CATV にて掲
載、放送いたします。
【お問い合わせ先】
那賀町ケーブルテレビ
TEL 0884 ー 64 ー 1123

）

な
771

5295

「那賀川のほとりの中世城」

）

広報
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小仁宇城跡 発掘調査により確認される
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戸
籍
の
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