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〜1000年の村の大好きをあつめて〜

新庁舎「道路アート」
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佐那河内村広報誌
https://www.vill.sanagochi.lg.jp

10/ 2
（金）

家庭教育講演会

中学生と小中学校保護者を対象に、㈱エデュピーチ
代表取締役、家庭教育プロデューサーの酒井勇介先生
をお招きし、『家庭教育を見つめ直す！家庭で身につけ
たい学習習慣〜子どもたちの基礎学力と判断力を育て
る〜』と題し、講演をしていただきました。
学力向上には、教育環境と学習習慣が大事であるこ
と、１日の時間の中で変えることができるのは家庭教
育の時間であり、この時間をどのように使うかが重要。
家庭での時間割を決め、負担にならない量を継続する
ことが大事だと酒井先生は伝えてくれました。
加えて、新聞の活用方法や高校受験対策についても
お話をいただき、充実した90分となりました。

10/ 6
（火）

LOVE さなごうち
初心者のための野菜の学校開催

旧嵯峨出張所にて、竹内恵子さんを講師
に迎え実習を行いました。
当日は23人が参加し、土づくりのほか、
炭素を供給することで猛暑等の気候変動に
耐える野菜づくりについて学びました。
また、今年度は内藤さん（仁井田）のア
ドバイスをいただき、そら豆づくりに挑戦
します。（LOVEさなごうち 松長）

10/ 16
（金）

小中学校合同運動会開催

子どもたちのこれまでの努力や思いが天に伝わったかのような晴天のも
とで、小中学校合同運動会を開催することができました。
今年のスローガン「心は密に！〜勝利への道を切り拓こう〜」にふさわ
しく、仲間と団結し、全員が最後までがんばり抜いた運動会となりました。
小学１年生〜中学３年生まで、どの子にとっても思い出深い運動会に
なったと思います。
来賓の皆さま、保護者の皆さま、ありがとうございました。
（佐那河内小中学校）
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10/ 20
（火）

「道路アート」を楽しもう！
〜 1000 年の村の大好きをあつめて〜

村では、地域の皆さんに新庁舎への関心と愛着
を高めていただくため、佐那河内小学校の児童に
よる、「道路アート」を開催しました。
青空のもと、未供用の舗装された進入路をキャ
ンバスとし、子どもたちは元気いっぱいにチョー
クで描くことができました。
完成した30mの大作には、村への思いや「大好
きなこと」が大きく描かれ、村の明るい未来を感
じとることができました。

10/ 21
（水）

星山 隆啓さん、理恵さん夫妻（上字幸田）
精粟を献穀

役場３階会議室にて新嘗祭献穀献納式が行われ、徳
島県を代表して星山隆啓さん、理恵さん夫妻（上字幸田）
が精粟５合の献穀をされました。
通常であれば、新嘗祭献穀献納式は新嘗祭に先立っ
て皇居で実施されますが今年は新型コロナウイルス感
染症の影響を受け、役場３階会議室で関係者のみで執
り行われることとなりました。

10/ 24
（土）

第３回 佐那河内村長杯
グラウンドゴルフ大会開催

秋晴れのもと、村内外から３団体76人の参加を
いただき、ふれあいグラウンドにて開催しました。
熱戦が繰り広げられるとともに参加者の親睦が図
られました。
優

勝

山根

靖治（石井仲良し会）

準優勝

安芸

重美（佐那河内G.G）

第３位

松下

秀治（佐那河内G.G）
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10/ 28
（水）

吉野畜産（小松島）視察
においもない、ハエもいない！

小松島市にある㈱吉野畜産を21人参加のもと視察しました。
廃棄された生ごみ等をローラーで潰し、菌床をつくり微生物の働
きによって生ごみを分解していく工程を見学しました。でき上がっ
た菌床は触るとホカホカでした。
菌床はその後、養豚場の糞尿を混ぜて攪拌を繰り返すことで生ご
み等の匂いも消去されるとのことでした。
信念もって作業に取り組む研究熱心な後継者を見て、生ごみ対策
に希望を見出すことができました。
（LOVEさなごうち 松長）

10/ 28
（水）

書家の山根玉峰さんが
村に 300 万円を寄附

書家の山根玉峰さんが来庁され、村民の皆さんのためにお役立
てくださいと村に300万円を寄附されました。いただいた寄附金
は村のさらなる発展のために有効に使用させていただきます。
ご寄附ありがとうございました。

10/ 29
（木）

スポーツフェスティバル開催！

小中学校グラウンド・体育館にてスポーツフェスティバルが開催されました。
保育所の子どもから中学生まで、野球、サッカー、バレーボール、陸上競技の４種目
を元気いっぱい楽しみました。
また、体験会後には花火大会が開催され、子どもたちは笑顔で楽しんでいました。
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10/ 29
（木）

特別な給食Ⅱ
県産水産物を活用した学校給食

新型コロナウイルスの影響で需要が落ち込んでいる、徳
島県産水産物の需要喚起を図るとともに食育推進をめざ
し、紀伊水道沖で捕れたハモ（鱧）の提供が佐那河内小中
学校の学校給食で行われました。
献立では、「ハモ天ぷら」として、児童生徒、教職員の
皆さんへ150食分の提供が行われ、美味しく楽しくいただ
くことができました。
今年度は、国庫補助金を活用して県産のハモ、ブリ、ア
シアカエビの提供が行われる予定です。

林業退職金共済制度（林退共）について
林退共は林業界で働く人のために国が作った退職金制度です。
この制度は事業主が、従業者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、従業者
が林業界をやめる際に林退共から退職金を支払う、林業界全体の退職金制度です。
⃝掛金は、税法上について、法人では損金、個人企業では必要経費となります。
⃝掛金の一部は国が免除します。
⃝雇用事業主が変わっても、退職金は企業間を通算して計算されます。
詳細については、最寄りの支部または本部までご連絡ください。
独立行政法人勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業本部
お問い
〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1 ニッセイ池袋ビル
合せ先
TEL.03-6731-2889/FAX.03-6731-2890 http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp

議 会 行 事 出 席 報 告
10月２日

〈

〉場所・（

）出席者

石井町議会議長・副議長来庁〈議会事務局〉（加藤議長・石本副議長）

5日

第31回なくせじん肺キャラバン来庁〈村長室〉（加藤議長）

6日

町村議会議長会主催議会単位研修会
〈勝浦町〉
（石本副議長・井開議員・髙岡議員・森下議員）

8日

議員協議会〈議会事務局〉（全議員）
全員協議会〈役場３階ホール〉（全議員）

16日

佐那河内小中学校合同運動会〈小中学校運動場〉（石本副議長・髙岡議員・井開議員）

19日

新庁舎・消防センター建築工事安全祈願祭〈建設地〉（全議員）

20 ～ 21日

全国町村議会議長会・都道府県会長会等〈佐賀県〉（加藤議長）

22日

例月出納検査〈議会事務局〉（服部監査委員・新居監査委員）

30日

小松島市外三町村衛生組合出納検査〈衛生組合〉（加藤議長）
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役場新庁舎
建設情報
10/19（月）、佐那河内村新庁舎・消防センター建築工事の安全を祈願し、建設地にて安全祈願祭が行わ
れました。
村議会議員、村教育長職務代理者、村消防団長、佐那河内郵便局長他、工事関係者の29人が出席し、大
宮八幡神社 井開充祥宮司を斎主として、神事が滞りなく執り行われ、工事が事故なく安全にかつ工期内に
完成することを祈願しました。

ごみの出し方についてのお願い

可燃

ごみ

日頃より、ごみの分別についてご協力いただき、ありがとうございます。粗大ごみに分類されるごみが、
間違って資源ごみ集積所に捨てられている場合や、資源ごみが異なる分類の場所に捨てられていること
があります。正しい分類で正しい場所にごみを出していただきますようお願いします。捨てるごみの分
類が分からない場合は、役場産業環境課までおたずねください。

誤って分類の違う場所に捨てられたごみ

資源ごみ集積所に出された粗大ごみ
○粗大ごみ

×資源ごみ

アルミ鍋やアルミ・スチール缶、縫い針、
カミソリ以外の金属は粗大ごみです。粗大
ごみは年４回の粗大ごみ収集に出すようお
願いします。

追上集積所の古布に出されたカーペット片
○可燃ごみ

×古布

このように袋に入る小さなサイズにすれば
可燃ごみで出せますが、普通のカーペット
は粗大ごみとなります。可燃ごみは火曜日
午前11時から水曜日午前11時の間に追上ご
み集積所にお出しください。

お問い合わせ・産業環境課
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スポーツ少年団

第26回スポーツ少年団親善きず
な駅伝の開催が決定しました！
昨年と同じく、小学生未満の人
は300ｍの個人種目、小中学生は
１区間700ｍ〜 1000ｍ程度の距離
で駅伝を実施します。スポーツ少
年団に所属していないお子さんも参加頂けますので、ぜひご参加ください。
また、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、マスクを持参のうえ、体調の悪い人は参加
を控えてください。

第26回

親善きずな駅伝開催！

■場所：中央運動公園グラウンド
■日時：11月21日（土）13:00 〜 14:40
■競技種目
小学生未満／ 300ｍ（個人種目）
小学１年生〜中学３年／ 700ｍ〜 1000ｍ
（駅伝）
※当日の参加者により１区間700ｍ〜 1000ｍの
範囲内で距離を決定します。
主催：佐那河内スポーツ少年団
佐那河内スポーツ少年団陸上部

お問い合わせ：佐那河内スポーツ少年団事務局（教育委員会）

徳島かんきつアカデミー受講生募集
次代を担うかんきつ農家の育成をめざして、令和３年度の徳島かんきつアカデミーの受講生を募集します。

中核的人材育成コース

特定技術力向上コース

１年を通して栽培から加工・販売まで学ぶコース

３つの科目から習得したい分野を選択
期間：選択科目ごとに数日程度
対象：特定の技術の習得をめざす人
受講料 Ⅰ 接木と整枝剪定… …… 4,100円
Ⅱ 栽培管理… …………… 4,920円
Ⅲ 病害虫防除と土壌管理… 3,280円

期間：原則１年（令和３年４月～令和４年３月）
対象：独立就農をめざす人
主要なかんきつ：みかん、すだち、ゆず
受講料：16,820円

【応募資格】
次の条件を満たす人
⃝令和３年４月１日現在で満18歳以上
⃝県内で就農している、就農を予定しているまたは農業
参入を考えている企業等の従業員
⃝徳島県内在住者または徳島県内移住予定者
⃝令和３年４月１日から１年間の傷害保険に加入する人
【募集人数】両コース合わせて15人程度
【募集日程】令和２年10月１日㈭～令和３年２月19日㈮

問い合わせ先
〒771-4301徳島県勝浦郡勝浦町大字沼
江字中筋11-12「かんきつテラス徳島」
徳島県立農林水産総合技術支援センター
農業大学校(勝浦)
☎0885-42-2545

https:/www.tonodai.ac.jp/
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令和２年度 がん検診及び特定健診のお知らせ
令和２年度のがん検診と特定健診を次の日程で実施します。受診をご希望される人は、事前予約が必要です。各検診
日程の申し込み期限までに、健康福祉課保健衛生係までお申し込みください。ぜひ、この機会に受診してください。（新
型コロナウイルスの影響により、日程変更の可能性があります。ご了承ください。）

⃝がん検診日程および場所（集団健診）
検診日程

12月４日㈮
※【村内開催】申込み期限までに申込みできなく
ても受診はできます。その場合、事前に問診票
をお渡しできないことがあります。ご了承くだ
さい。

検診場所

受付時間

農振センター

８：30 ～ 11：00
婦人科及び骨密度検査は
13：30 ～ 14：00

頸部・腹部エコー検査は実施
しないのでご注意ください。

※ただし、乳がん検診は、午前中も受付します。

⃝がん検診内容および負担金（集団健診）
検診内容

対象者

負担金

胃がん検診

40歳以上の村民 令和２年度に胃内視鏡検診を受診した人は受診できません。

500円

肺がん検診

40歳以上の村民（65歳以上の人は結核検診を含みます）

100円

（バリウム検査）

喀痰検査

肺がん検診受診者で、肺がんの危険性が高いと認められた村民

300円

大腸がん検診

40歳以上の村民

300円

肝炎ウイルス
検査

（昭和55年4月1日～昭和56年3月31日生まれの人）
①令和２年度で満40歳となる村民
②平成14年度（2002年度）から令和元年度(2019年度)までの間に、肝炎ウイルス検査の
対象者であって、受診の機会を逸した村民

300円

前立腺がん検診

1,000円

50歳以上の村民（男性のみ）

骨密度検査

400円

40歳以上の村民
20歳以上の村民（女性のみ）

（婦人科検診）

※２年に１回の受診が標準です。原則として、令和元年度に受診された人は、令和3年度に検診を受けていただくよ
うお願いします。

子宮がん検診

40歳以上の村民（女性のみ）

（婦人科検診）

※２年に１回の受診が標準です。原則として、令和元年度に受診された人は、令和3年度に検診を受けていただくよ
うお願いします。※12月4日㈮は、午前中も受付します。

乳がん検診

400円

1,000円

※生活保護受給者の人は、負担金は無料です。
※12月４日㈮の村内で行う検診について、歯科検診及び口腔がん検診を予定していましたが、新型コロナウイルス感
染症対策により中止となりました。ご了承ください。
※特定健診受診券をお持ちの人は、がん検診と同時実施できます。ご希望の人は、がん検診予約時にお申し出ください。

【胃内視鏡検診について】

胃内視鏡検診を指定医療機関（個別医療機関）について、令和2年6月1日から令和3年2月28日まで随時実施します。
検診希望者は、検診に必要な書類等を送付するため、事前に健康福祉課保健衛生係へお申し込みお問い合わせください。
検診内容
胃内視鏡検診

50歳以上の村民

※２年に１回の受診となります。令和元年度に胃内視鏡検診を受診された人は、令和３年度に検診を受けてい
ただくようお願いします。ご了承ください。

国保
脳ドック
について

【お申し込み】
健康福祉課国保係
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対象者

負担金
4,100円

国保脳ドック事業は、重症化しやすい脳及び脳血管疾患の早期発見と予防を図ることを目的
に、脳ドックを受診する被保険者の人へ、次の内容で助成を行っています。

対 象 者：村に住所を有する国民健康保険加入者で40歳から74歳までの人
※２年に１回の助成となります。（令和元年度に助成された人は対象となりません。）

期
間：令和２年7月1日から令和２年12月中旬まで
受診場所：協立病院・田岡病院
脳ドックと特定健診を同時に受診することもでき
負 担 金： 3,000円
ます。同時に受診する場合は、負担金に特定健診
定
員：全体で30人
分1,000円がプラスされます。

11月18日は

「世界COPDデー」

毎年11月の第３水曜日は「世界COPDデー」です。
COPD（慢性閉塞性肺疾患）とは、主に「喫煙」が原因で肺の働きが低
下する病気で、「COPDになった肺は、完全には元の状態に戻らない」と
されています。
徳島県ではCOPD死亡率が高い一方、まだまだ認知度の低い病気でもあ
ります。
気になった人は医療機関で肺機能検査を受診しましょ
う！早期発見・早期治療が予防と改善の鍵です！

問い合わせ先

健康福祉課

詳しくはコチラ→

毎年11月は

「児童虐待防止月間」です
どういったことを“虐待”と言うのでしょうか…
⃝身体的虐待 暴力や拘束など
⃝性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せるなど

⃝ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、不潔にするなど
⃝心理的虐待 言葉による脅し、無視など
体への暴力だけでなく、子どもの心を傷つける、衣食住の世話をし
ないなども虐待にあたります。虐待は特別なことではありません。ど
んな保護者でも虐待に至る可能性はあります。問題を一人で抱え込ま
ないことや、周囲の人の見守りが大切です。
虐待の通告や子育ての相談ができる専用ダイヤルがあります。
少しでも気になることがあれば、
連絡してください。

あなたの１本の電話で
救われる子どもがいます。
⃝お住まいの地域の児童相談所につながります。
⃝連絡は匿名で行うことも可能です。
⃝連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
※一部のIP電話からはつながりません。※通話料がかかります。
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国 保 だより
〜村の国保被保険者１人あたりの柔道整復施術療養費〜

【 ６年連続 ワースト１位 】

本村の国保被保険者の１人あたりの「柔道整復師（整骨院・接骨院）や鍼灸、マッサージによる施
術にかかる療養費」（以下、柔道整復施術療養費）は６年連続で県下24市町村の中でワースト１位と
なっており、最も高くなっています。さらに、柔道整復施術療養費は年々増加傾向にあります。
特に平成30年度の比較を見たとき、本村は7,551円で２番目に高い自治体より1,662円もの差が
あります。また、一番安い最下位の自治体と比べると6,465円も高くなっています。市町村の平均額
3,408円と比べた場合、本村の柔道整復施術療養費は平均の倍以上の費用がかかっています。

柔道整復施術療養費が増加するとどうなるの？
柔道整復施術療養費は、国保に加入されている皆さんが負担する国保税で賄われています。このま
ま増加していくと国保税の引き上げの要因となります。

ちょっとした心がけで柔道整復施術療養費をおさえることができます!!
柔道整復・鍼灸・マッサージのかかり方について確認してください。
柔道整復師（整骨院・接骨院）や鍼灸、マッサージ師による施術のうち、健康保険が使用できるケー
スは限定されています。「各種保険取扱」と表示があっても、健康保険の対象となる場合とならない
場合があります。施術を受ける前にしっかり確認して正しくかかりましょう。
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★健康保険が使えないケース（全額自己負担）
⃝単なる肩こり、筋肉疲労など
⃝病気（内科的原因による疾患）によるこりや痛み
⃝脳疾患後遺症等の慢性病
⃝症状の改善が見られない長期の施術（応急処置、長期の施術が必要な場合を除く）
⃝スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
⃝労災保険の対象となる仕事中や通勤途上に起こった負傷
⃝疲労回復や疾病予防のためのマッサージなど

※保険医療機関
（病院・診療所など）
で同じ負傷等の治療中は、
施術を受けても保険等の対象になりません。

★健康保険が使えるケース（一部自己負担）※急性または亜急性（急性に準じるもの）のみ
⃝外傷性の打撲・ねんざ・挫傷（肉離れなど）
⃝骨折・脱臼の施術（緊急の場合を除き医師の同意が必要）
⃝はり・きゅうは、主として神経痛、リウマチ、頸腕（けいわん）症候群、五十肩、腰痛症
及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主病とする疾患の治療（医師の発行した同意書・
診断書が必要）
⃝マッサージは、筋麻痺や関節拘縮（こうしゅく）等で、医療上マッサージを必要とする症
例（医師の発行した同意書か診断書が必要）

施術を受けるときの注意点
①負傷原因（いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか）を正確に伝えてください。
②療養費支給申請書は負傷原因・負傷名・日数・金額を確認し、原則患者自身が署名または
捺印してください。
③領収書は必ずもらい、保管しておきましょう。
④施術が長期にわたる場合は、
内科的要因も考えられますので、
医師の診断を受けてください。
柔道整復師・鍼灸・マッサージ師は医師ではないので医療行為を行うことができませ
ん。実際に、整骨院で施術を受けていて症状に改善が見られず、医師の診断を受けた
ところ、重大な疾病であったケースもあります。

健康づくりのために（肩こり、筋肉疲労等による症状改善のために）
長い間筋肉を使わないと、筋力が低下したり、関節の可動域が狭くなったりするため、痛み
などの症状が出てくることがあります。ストレッチなどの運動を日々の生活に取り入れること
によって、肩こりや筋肉疲労等による痛みなどの症状を緩和したり、予防したりすることがで
きます。
本村の国民健康保険では、毎年10月から３月までの期間に
健康づくりチャレンジ教室を開催し、日々の生活に取り入れ
やすいストレッチなどの運動を学べる機会をつくり、皆さん
の健康づくりをサポートしています。開催日程については、
広報さなごうちの情報ボックスコーナーに掲載しています。
ぜひご活用ください。
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こ く ね ん ニュース
国民年金保険料を納付書で納付されている人へ

お得な

口座振替による納付のご案内

口座振替（預貯金口座からの引き落とし）を利用して国民年金保険料を納付すると便利でお得で
す。ぜひとも、この機会にお手続きください。
ご希望の人には申出書を送付しますので、徳島南年金事務所までご連絡ください。
また、クレジットカードによる納付方法もありますのでご相談ください。

口座振替の利用で

国民年金保険料をお得に納付できます！
国民年金保険料をお得に納付
できます！

お得

1

口座振替で２年分まとめて納付すると、毎月納付書で納付するより
最大15,840円の割引（令和２年度の場合）

お得

2

口座振替でのみ利用できる納付方法がありお得！
⃝毎月の納付を当月末に引き落としにすれば50円（年間600円）
割引。

3

手数料が無料でお得です！
⃝残高不足でも、翌月にもう一度引き落としされるので便利。
⃝ご本人以外の人の口座からも引き落としすることができ便利。

お得

保険料の納付は
口座振替方法

口座振替による
口座振替によ
る『２年前納』がおすすめ！
保険料額（令和2年度の場合）

割引額

６カ月前納

98,110円

割引額： 1,130円

１ 年 前 納

194,320円

割引額： 4,160円

２ 年 前 納

381,960円

割引額：15,840円

申込期限：令和３年２月26日㈮
※当月末振替（50円割引）及び翌月末振替（割引なし）はいつでも申込できますが、手続完了までに約２カ月かかります。

納付書及びクレジットカードでも２年／１年／６カ月前納できますが、口座振替の割引
⃝
額が最も大きくなります。
現在、口座振替により納付中の人であっても申込期限までに手続きをすると令和３年４
⃝
月分からご希望の振替方法へ変更できます。
前納期間の途中で厚生年金保険等に加入した場合は、加入後の保険料は返金されます。
⃝

日本年金機構 徳島南年金事務所 ☎088-652-3114
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11月は「労働保険適用促進強化期間」です
厚生労働省 労働基準局 労働保険徴収課

一人でも雇ったら、
労働保険（労災保険・雇用保険）
の加入手続が必要です。
「労働保険」とは、業務・通勤に起因して負傷等
を被った労働者に対して補償を行う労働者災害補
償保険（労災保険）と労働者が失業した際に生活の
安定等を図る雇用保険により構成される制度で、
労働者の福祉の向上を目的としています。
労働保険は、政府が管掌する強制保険であり、労
働者（パート・アルバイト含む）を一人でも雇用し
ていれば、原則として業種・規模の如何を問わず
労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を
行い労働保険料を納付しなければなりません。
このため、厚生労働省では11月を「労働保険適
用促進強化期間」とし、全国に集中的な適用促進
活動を展開し、各種事業主団体、個別事業主への
訪問指導等を強化し、制度の概要を説明すること
で自主的な手続を促しています。説明を行っても
自主的に保険関係の加入手続を取らない事業主に
対しては、職権による成立手続を実施しています。

県税・市町村税
県下一斉徴収強化月間
11月・12月は県下一斉強化月間です！
催告しても納付していただけない滞納者に対
しては、財産の差押（捜索を含む）などの滞
納処分を行います。
＊納付できない特別な事情がある人は必ずご
相談ください。

実施事項
①労働保険制度の概要及び加入手続等についての
パンフレット等を活用した適用促進活動を実施
し、説明を行っても自主的に保険関係の成立手
続を取らない事業主については、職権による成
立手続を実施します。
②厚生労働省及び都道府県労働局にて、地方公共
団体等と連携を図り、労働保険制度が理解され
未手続事業の解消が進むよう活動を行っていき
ます。
③インターネットバナー広告、新聞広告、広報誌
等の広報媒体を活用し、労働保険の一層の周知
を図ります。
④リーフレット・ポスター等として活用できるデ
ザインを作成し、電子データを保存したDVDを
配付し、関係機関等を通じて、労慟保険制度の
一層の周知・広報を図ります。
本活動の趣旨については皆さんのご理解と、労
働保険制度の円滑な運営についてご協力をお願い
します。

預けて安心！

自筆証書遺言書
保管制度
法務局で自筆証書遺言をお預か
りする制度ができました。
⃝法務局が保管するので改ざんのおそれがない。
⃝家庭裁判所の検認が不要となる。
⃝遺 言者の死後、証明書の発行や閲覧がされ
ると相続人等全員に通知がされる。

お問い合わせ

▪徳島地方法務局供託課
TEL. 088-622-4867
▪徳島地方法務局阿南支局
TEL.0884-22-0410
▪徳島地方法務局美馬支局
TEL.0883-52-1164
【受付時間】平日８：30 ～ 17：15

（土・日・祝日・年末年始除く）
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お子さまの教育資金を

※日本政策金融公庫

「国の教育ローン 」
がサポート！
※

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
■ご融資額

お子さま１人あたり350万円以内

■金利

年1.70％

■ご返済期間

15年以内

■お使いみち

入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など

■ご返済方法

毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）

■保証

（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

固定金利

※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得122万円）以内の人」または「子ども３人以上
の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内の人」は年1.30％（令和２年10月29日現在）

※「交通遺児家庭」、
「母子家庭」、
「父子家庭」、
「世帯年収200万円（所得122万円）以内の人」または「子
ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内の人」は18年以内

詳しくは、ホームページ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター
【0570-008656（ナビダイヤル）または03-5321-8656】までお問い合わせください。

入学生

放 送 大 学 募集
放送大学はテレビ・インターネットで授業
を行う通信制の大学です。働きながら大学を
卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な
目的で、幅広い世代の人が学んでいます。た
だ今、令和３年４月入学生を募集しています。
詳しい資料を送付しますので、お気軽にご相
談ください。

募集学生の種類

大学院

教養学部

修士科目生（６ヵ月在学し、希望する科目を履修）

科目履修生（６ヵ月在学し、希望する科目を履修）

修士選科生（1年間在学し、希望する科目を履修）

選科履修生（1年間在学し、希望する科目を履修）

全科履修生（4年以上在学し、卒業をめざす）

【出願期間】
令和２年11月26日～令和３年２月28日、
３月１日～３月16日

※インターネットによる出願も受け付けています。
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【資料請求（無料）
・お問合わせ先】
〒770-0855 放送大学徳島センター
TEL. 088-602-0151/FAX.088-602-0152
放送大学ホームページ https://www.ouj.ac.jp
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いつでも、どこからでも

佐那河内村立図書館（農振センター３階）
開館時間 / 平日 ９:00 〜 12:00 13:00 〜 17:00
閉 館 日 / 土・日・祝日・年末年始
お問い合わせ 教育委員会 図書館担当

インターネット
取寄せ依頼サービス
〜ご案内〜

今月は、インターネット取寄せ依頼サービスについてご案内します。
このサービスは、インターネットで県立図書館の本を村立図書館に取り寄せる申し込みができ
るサービスです。
通常、図書館に出向き取り寄せの申し込みを行いますが、このサービスを利用することで、図
書館の開館時間にとらわれず、どこからでも本の取り寄せを申し込むことができます。このサー
ビスを利用するには、①村立図書館の『図書利用カード』、②取寄せ依頼サービス専用の『利用
ID・パスワード』が必要です。
どちらも村教育委員会で発行しますので、詳しくは村教育委員会までお問い合わせください。

利用の流れ

1

2

3

4

村立図書館（村教育
委員会）で『図書利用
カ ー ド 』『 利 用ID・
パスワード』を取得
する

『とくしまネット
ワーク図書館システ
ム』より取寄せ依頼
をする

村立図書館より
申 込 者 へ 連 絡・
本の貸出

村立図書館
へ本の返却

お知らせ
村立図書館では、今年の６月に蔵書を分類し、
一冊ずつ分類ラベルを貼りました。
図書館の入り口に『分類ラベルの貼られていな
い本を返却するボックス』を設置しましたので、
分類される前の図書館の本をお持ちの人は、こち
らの箱をご利用ください。
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佐那河内の人権教育

vol.284

2021年築こう人権の里運動

【人権標語・ポスター】入選者決定！
2021年“第25回佐那河内村築こう人権の里運動”人権標語・ポスターに多数のご応募をいただ
き、ありがとうございました。
厳正なる選考の結果、入賞者が決まりましたので、入選作品と入賞者の皆さんをご紹介します。
なお、入選作品は、来年の【人権の里さなごうちカレンダー】に掲載して配布します。
学年

標語

氏名

小１

「ありがとう。」 やさしくなれる

小２

ともだちは

小３

大切にしよう

小４

その言葉

小５

「大丈夫」 そこから広がる

小６

気を付けよう

中１

あたりまえ

中２

大丈夫

中３

認めよう

輝く個性

保護者

考えよう

傷付かないかな？

保護者

認めて広がる多様性

いつまでたっても

多仁

かぞくのきずな

松下

愛菜

まつした

まな

どうだろう

髙島

莉音

たかしま

りおん

木内

新

きのうち

あらた

廣畠

祐希

ひろはた

ゆき

井上

和奏

いのうえ

わかな

すてきな未来

きずつける

思っていたけど

ありがとう

ひとりじゃないよ

そばにいる

大切に
その言葉

１人ひとりが

価値ある存在

尾﨑希咲良

おざき

きさら

吉田

よしだ

はるか

遥香

近藤美紗子

こんどう

廣田

ひろた

洋子
▶ 中２ 佐河

花凜

▲ 小６ 島本

歩実

▲ 中１ 木内

稟

（しまもと

あゆみ）

（ながお

（きのうち

かりん）

りゅうと）

▲ 小４ 長尾

龍斗 （さがわ

宏介

こうすけ）

りん）

佐那河内人権教育研究協議会・佐那河内村教育委員会
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いくと
こたろう

▲ 小１ 柏木

（かしわぎ

たに

おおなか

相手の気持ちは

たからもの

郁翔

大仲琥太郎

ともだちや

軽い一言

おまじない

ふりがな

みさこ
ようこ

佐那河内村移住交流支援センターだより
①９月、10月の移住者について
住民票の移動ベースで７人が村内に来られました。司法書士の立会のもと、契約を行いました。

②オンライン移住相談の
開始について
令和２年11月２日（月）より、Zoomを
利用したオンライン移住相談を開始しまし
た。新型コロナウイルス感染症対策のため、
直接来ることができない人、県外の人など
を対象に物件情報のデータ化も併せて行っ
ています。

③空き家情報提供のお願い
センターでは、提供いただいた空き家の管理も行っています。人の住まない空き家は空気が循環されず、
腐食や虫害など劣化が進みやすいといわれています。空き家物件の管理にお困りの人もお気軽にご相談く
ださい。

お問合わせ：佐那河内村移住交流支援センター（地方交流拠点新家内）
TEL：088-636-4030 E-mail：ijuu@sanagochi.jp

地域おこし協力隊の
高橋

仁美

活動報告

17日（土）に、新家で「かぼちゃのらんたんつくりイベント」
を行いました。このかぼちゃは、皮がみかん色のかぼちゃです。
ハロウィンの時期に、掘ったり、食べたりできるかぼちゃを作れ
たらと思い、今年の春に植え付けして育てていました。イベント
を開催するまでにさまざまな試行錯誤がありましたが、どうにか
終えることができました。もう少し良い状態で保存できれば何回
か開催することもできたのですが、やはり生ものということで、
思った通りには保存できませんでした。今回初めて、自家用ではない野菜を育ててみて、改めて生産者の
方の苦労を肌で感じることができました。お手伝いやサポートいただいた皆さんに感謝するとともに、今
回の経験を次回に生かしていけたらと思っています。
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第57回

るマイクを設置し生産を活気づけたようです。
ちなみに本村公民館が旧中学校にできたのは昭
和24年のことでした（写真は932頁にありま
す）。高樋、宮前もこれに続き、村民の文化教
養交流の場となっていったことでしょう。
⃝昭 和25年生まれの人が現在70歳です。当時の
ことを知る人は少なく、このような短文になり
ましたが、お教えくださった皆さまに心より御
礼申し上げます。先人の偉業に、そして労力に
感謝したいと思います。
ツリーベルズ

鈴木

昇・惠子

次回開催：12月7日㈪ 19：30 ～ 20：30
場
所：農振センター（２階）
問い合せ：鈴木（090-2156-7935）

佐那河内村地域包括支援センターだより

11月号

地域包括支援センターでは、明るく健やかな生活が続けられるように介護予防教室を開催していま
す。楽しく身体を動かして交流を楽しみましょう。皆さんの参加をお待ちしています。
教室名

いきいき体操教室
脳若トレーニング教室

日

時

会

場

11月16日㈪ 13：30 ～ 15：30

農振センター

12月11日㈮ 10：00 ～ 11：00

農振センター

※日程などに変更がある場合は村内放送でお知らせします。

佐那河内村地域包括支援センター

■ 場所：特別養護老人ホーム 健祥会ハイジ内■
健祥会ハイジ内■ 電話：679－3383 ■ 担当：佐々木
担当：佐々木・加藤
・加藤・大西
・大西

sanagochi

2020.11
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志郎

根郷集会所

後藤

武義

⃝早速ですが前回の広報誌の訂正です。正重さん
は息子でなく血縁者でした。祈念を叶えてくだ
さったお礼の堂守ですが、その志に敬服いたし
ます。
⃝57回は927頁から「社会教育」「公民館」を読
み合いました。昭和23年に戦後いちはやく公
民館ができたのは、天一神社の近くにあった旧
嵯峨小学校の青年会館の中でした。会館は昭和
８年に地区の皆さまによって作られ、青年の賑
やかな集いの場になっていました。そこに国に
よる文化や教養を高めようという公民館の役割
の推奨に、嵯峨地区がすぐに対応し公民館を併
設したようです。館長の佐々木光助さんの尽力
や文化交流の場をと願った嵯峨地区の心意気で
しょうか、野外にはミカンの市況状況を知らせ

石南ひまわり句会

八月十七日

西尾

昌子

手花火や爺のあちちと子のあはは

猛暑なり百姓仕事半分に

安喜

律子

光雄

盆礼も身内も寄せぬコロナかな

安喜

飛行場の空限りなし雲の峰

尾山

春馬

稲の穂が重なり合って実り待つ

滝めぐり氷が落ちているみたい

後藤

小夜

畑仕事終えてスルスル冷やし蕎麦

坂田

仁美

ホットよりお冷やの進む夏喫茶

高橋

立ち漕ぎの自転車遅し夏休み

昭文

寛子

内藤

幸枝

田口

丸野

三味太鼓静かな夏も終わりけり

三杯酢芋茎真赤に夕餉膳

【訂正】

広報さなごうち十月号にて「青山椒村奨励の香辛
料」という句を「安喜 律子」と紹介しましたが
正しくは「安喜 昌子」でした。訂正いたします。

読み合い朗読会 「伝えたい村の話」佐那河内村史から

さ
な
ご
う
ち
俳
句

第246号

受賞おめでとうございます
徳島県社会福祉大会表彰者（順不同敬称略）
♢民生委員・児童委員功労賞
			
♢社会福祉事業功労賞（施設）
			
			
♢自立生活の模範となる者賞
♢ボランティア賞・個人

瀧倉
青木
久米
高田
馬越
伊藤
藤田

宏
一
春江
久代
和子
博美
時美

日本赤十字社業務功労表彰者（順不同敬称略）

♢支部長感謝状（銀枠）
♢銀色有功章

長尾 久代
谷泉 敬子

今後ますますの

ご活躍を期待しています。

10/6 ㈫ 災害時活動用テントを
いただたきました
赤十字徳島県
支部より災害時
活動用テントを
いただきました。
県支部より創立
130周 年 を 迎 え
たことによる記
念事業の一環と
して配備してい
た だ き、 災 害 時
や イ ベ ン ト、 訓
練などに活用さ
せていただきま
す。

▲10/6 贈呈式

▲11/5 日赤奉仕団組み立て訓練

社会奉仕の日
「社会奉仕の日」全国共通活動として、一斉奉仕活動が実施されました。本村では４単位クラブ・１
サロンが活動を実施しました。
各場所で清掃・草刈り・倒木除去など、皆さん熱心に作業され、大変きれいになりました。お疲れ様
でした。
また、北山地区で
は北の宮神社までつ
ながる急な坂道を安
全に上り下りできる
よう、同地区の星山
さんに手すりを付け
ていただきました。
ありがとうございま
した。

●善意銀行だより●
● 竹田 節子 様………… 金一封
● 岩井 公章 様………… 金一封

預託金は、社会福祉のため役立てくださいと寄せられ
たものです。善意による預託金を活用し、地域福祉事
業などの推進のため、有意義に活用させていただきま
す。ありがとうございました。
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駐在所だより
交通事故にご注意を!！

「左右確認！早めのライトと反射板」
10月中、村内で交通事故が多発しました。
自損の軽傷人身事故１件と物損事故４件の計５件で内４件は国道上
の発生でした。いずれの事故も大事には至っていません。

狩猟解禁です！【期間：令和２年11月15日〜令和３年２月15日】

※イノシシ・シカは令和３年３月31日まで

⃝狩猟する人は、必ず法律や決められた事項を遵守してください。
⃝山林の手入れ・山菜採りなどで山へ入る人は、イノシシ・シカなどに間違われないよう、
スズを身に付けるか携帯ラジオを鳴らしながら作業されると安心です。

駐在所リフォームに伴い、次の期間駐在所が不在となります。
（11月９日〜来年３月中旬）

ご用件のある人は、次の連絡先までご連絡ください。

⃝徳島中央警察署 （TEL.088-624-0110）
⃝佐那河内村駐在所（TEL.088-679-2110）※西須賀町交番内の電話に転送されます。

また、昼間は従来どおりパトカー等で駐在所員が村内を巡回していますので、
お気軽にお声をお掛けください。
なお、
緊急の場合は110番通報をお願いします。

さなごうちスポーツクラブ案内
村民体育館
バドミントン※

卓 球

※印の種目は活動費が必要です。

・参加される人でスポーツクラブ未加入の人は、
事前に事務局で参加申込・スポーツ保険加入の
手続きをしてください。
・日程は変更する場合があります。

お問い合わせ

さなごうちスポーツクラブ事務局（教育委員会内）
☎679−2817 IP5006

sanagochi

2020.11
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状況により中止になる可能性があります。
日

月

火
1

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

水
2
卓 球

木
3

9

10

16

17

卓 球

23

24

30

31

12
金
4
バドミントン

11

バドミントン

18

バドミントン

25

バドミントン

月

土
5
12

19
26

情 報 ボ ッ ク ス
月

日

曜日

16日

月

17日

火

18日

水

19日

木

行事名

いきいき体操教室

対象者：医師から運動制限をうけてい
ない人

可燃ゴミ・古紙などの収集
股関節脱臼健診・家庭看護教室

対象：乳児とその保護者

基礎学力テスト（中3）
わんぱく広場
ふれあい昼食会

金

21日

土

24日
26日

火
木

可燃ゴミ・古紙などの収集
校内駅伝大会（中学）

27日

金

対象：特定健診で血圧・血糖などが
少し高めの人

１日

火

2日
3日

水
木

4日

金

月

11 20日

健康づくりチャレンジ教室

対象：特定健診で血圧・血糖などが
少し高めの人

参観授業

人権教育講演会

健康づくりチャレンジ教室

可燃ゴミ・古紙などの収集
粗大ごみ、家電ゴミ、粗大廃棄物、廃家電製品の収集
期末テスト（中学）（〜２日）
粗大ごみ、家電ゴミ、粗大廃棄物、廃家電製品の収集
文化芸術育成事業
（糸あやつり人形）
健康づくりチャレンジ教室

対象：特定健診で血圧・血糖などが
少し高めの人

可燃ゴミ・古紙などの収集
離乳食講習会

8日

10日

1歳児・2歳児歯科・栄養相談
対象：乳児とその保護者

月

12

火

対象者:1歳児・2歳児とその保護者

木

三者面談（中学）
（〜 11日）
個人面談（小学）
（〜 11日）
健康づくりチャレンジ教室

11日

金

対象：特定健診で血圧・血糖などが
少し高めの人

脳若トレーニング教室
対象：65歳以上の人

12日

土

マイナンバーカードの交付手続き
生活発表会

場

所

農振センター
1階 会議室
追上駐車場
農振センター
２階 大和室

時

間

13:30 〜 15:30

※マスクの着用にご協力ください。
※新型コロナウイルスの影響により、中止に
なる可能性があります。ご了承ください。

11:00 〜翌11:00
13:15 〜 13:30 【持参物】母子健康手帳、子どもノート、
バスタオル
受付

保育所

10:00 〜 11:00

農振センター 1階

11:00 〜 14:00

農振センター
19：30 〜 21：00
1階 会議室
小中学校
8：40 ～ 9：30
子ども（体育館）
10:00 ～ 11:15
保護者等（多目的室）
追上駐車場
11:00 〜翌11:00
農振センター
19：30 〜 21：00
1階 会議室
追上駐車場
追上駐車場

11:00 〜翌11:00
17:00 〜 19:30

追上駐車場

8:30 〜 11:00

農振センター
19：30 〜 21：00
1階 会議室
追上駐車場
農振センター
2階 大和室
農振センター
2階 大和室

備 考
【持参物】運動しやすい服装、水筒など

11:00 〜翌11:00
10:00 〜 10:30
受付
13:15 〜 13:30
受付

農振センター
19：30 〜 21：00
2階 大和室

スノードーム作り

※マスクの着用にご協力ください。
※新型コロナウイルスの影響により、中止に
なる可能性があります。ご了承ください。

【持参物】運動しやすい服装、水筒など

※マスクの着用にご協力ください。
※新型コロナウイルスの影響により、中止に
なる可能性があります。ご了承ください。
マスク着用・手指消毒にご協力ください。

【持参物】運動しやすい服装、水筒など

※マスクの着用にご協力ください。
※新型コロナウイルスの影響により、中止に
なる可能性があります。ご了承ください。

【持参物】運動しやすい服装、水筒など

※マスクの着用にご協力ください。
※新型コロナウイルスの影響により、中止に
なる可能性があります。ご了承ください。

【持参物】母子健康手帳、子どもノート、
バスタオル
【持参物】母子健康手帳、子どもノート、
バスタオル

【持参物】運動しやすい服装、水筒など

※マスクの着用にご協力ください。
※新型コロナウイルスの影響により、中止に
なる可能性があります。ご了承ください。
※マスクの着用にご協力ください。
※新型コロナウイルスの影響により、中止に
なる可能性があります。ご了承ください。

農振センター
1階

10:00 〜 11:00

役場１階

9：00 ～ 16：00

カードを申請し、役場から案内文を受けた
人が対象です。事前に予約してからお越し
ください。
※マスクの着用にご協力ください。
※新型コロナウイルスの影響により、中止に
なる可能性があります。ご了承ください。

保育所

14日

月

心配ごと相談、行政相談、
人権擁護相談

農振センター
1階

9：00 ～ 12:00

15日

火

可燃ゴミ・古紙などの収集

追上駐車場

11:00 〜翌11:00

個人情報に関する内容のため削除しています
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一歩、
一歩…歩みつづけて 25 年
これまでも、これからも
みなさまと共に!!
感染対策対象店
GO TO EAT 登録店

有限会社 日本料理

嵯峨峡

藤本

忠

tel.088-679-3311 https://sagakyo-togetsu.com

企業・個人事業者の皆さま

令和２年度 広報さなごうち・HP の

広 告 主 募集中

健康づくりの会

No.140

野菜のおかか煮

●材料（４人分）
小松菜

120g

しょうゆ

大１

れんこん

120g

みりん

大１

人参
ごま油

40g

かつお節 適量
（５g）

小１強

●作り方

①
人参・れんこんは薄い半月切り（大きさ
によりいちょう切り）にし、フライパン
にごま油を熱して炒める。

②水または酒を入れて、ざく切りにした小
松菜を入れ、蓋をして蒸し煮にする。
③しょうゆとみりんで調味し、かつお節を
たっぷり加え、火をとめる。
●ポイント

水分が多いときはペーパータオルで拭き取
るなど調整してください。

栄養
成分

エネルギー

60kcal 炭水化物

タンパク質

2.4ｇ 塩分

脂質

1.6ｇ

8.7ｇ
0.7ｇ
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