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佐那河内村を遠くから
見守る応援事業

園瀬川にて

９月２日㈬から始まった佐那河内村を遠くから見守る事業。県
外で暮らす子ども、兄弟姉妹、親戚の皆さんに村特産の「すだ
ち」をお送りいただくため、申込いただいた村民の皆さんに
（９月３日㈭ 撮影）
「すだち」の果実を提供しています。
嵯峨川にて

人のうごき［令和２年８月31日現在］

［ 人口 ］2,271人
（−1）
［ 男 ］1,104人
（−1）
［ 女 ］1,167人
（0）
［世帯数］943
（2）

【IP電話番号】村役場代表 5000〜5004／議会事務局 5005／教育委員会 5006／社会福祉協議会 5007
☎679-2113

産業環境課 …… ☎679-2115

建設課

健康福祉課 …… ☎679-2971

企画政策課 …… ☎679-2973

議会事務局 …… ☎679-2152

総務課
保育所

…………

…………

…………

☎679-2970

住民税務課

……

社会福祉協議会 ☎679-2304

☎679-2217 ※ 土・日・祝日および夜間 ☎679-2111 IP.5000〜5004 ◎役場共通 FAX.679-2125

【教育委員会】☎679-2817

FAX.679-2173

☎679-2114

7/ 6

（月）

ブラストチラー（瞬間冷凍庫）の寄贈
日下 輝幸さん（下字カゲ）

徳島市内で「鳥焼処鳥ぼん」を経営されている、㈱日下の日下輝幸
社長が食業工房さなごうちにブラストチラー（瞬間冷凍庫）を寄贈し
ていただきました。
このブラストチラーは廃棄されていた摘果すだちを商品化し、村の
PRとすだち農家の所得向上を図るため、徳島大学と共同でクラウド
ファンディングに挑戦されたものです。
日下社長ありがとうございました。有効に活用させていただきます。

7/ 31
（金）

防災学習（消火器や無線機の正しい使い方）

佐那河内中学校にて１年ふるさと学
習「防災」で防災学習を行いました。
村役場職員と女性消防隊員の指導のも
と、中学１年生の生徒の皆さんが消火
器による消火や無線機による通信を体
験しました。様々な場所で目にする消
火器ですが、実際に使用することは滅
多にありません。生徒の皆さんは熱心
に取り組んでいました。

9/ １

（火）

県下一斉防災行動訓練
「とくしまシェイクアウト」
毎年９月１日は「防災の日」です。大正12
年９月１日に発生した関東大震災の教訓を忘れ
ないために制定されました。この日、徳島県下
一斉で、地震発生時に身の安全を守る行動をと
る「とくしまシェイクアウト」訓練が実施され
ました。
佐那河内保育所では、午前10時のJアラート
放送に合わせ、園児達と保育士の先生が机のし
たに隠れたり、園庭でかがんだりして身を守っ
ていました。
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臨時

議 会 だ よ り

【８月６日】第１回８月臨時会

……… 補正案件１件・物品購入契約案件１件の可決 ………
令和２年第１回臨時議会は８月６日開会し、補正案件１件、物品購入契約案件
１件の合わせて２件の審議を行い、原案どおり可決し、同日閉会しました。
• 補正予算案件 •
議案第44号 令和２年度佐那河内村一般会計補正予算（第３号）について
国及び県のコロナ対策の補正予算を効果的に活用し、本村独自の感染症対策の充実、強化を図り、
村内での感染拡大の防止対策に万全を期すため、歳入歳出それぞれ5,374万５千円を追加し、総額
を40億210万４千円とするもの。

• 工事請負契約案件 •
議案第45号 令和２年度
学校ICT整備事業（タブレットほか）物品購入契約の締結について
予定価格700万円以上の財産の取得であるため地
方自治法第96条第１項第８号及び議会の議決に付す
べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３
条の規定により契約の締結について議会の議決を求
めるもの。

議 会 行 事 出 席 報 告
８月６日

〈

〉場所・（

）出席者

林道大川原旭丸線期成同盟会監査〈議会事務局〉（加藤議長）
議員協議会〈議会事務局〉（全議員）
全員協議会〈農振センター〉（全議員）
令和２年第１回佐那河内村議会臨時会〈役場３階議場〉（全議員）

17 〜 24日

決算審査〈議会事務局〉（服部監査委員・新居監査委員）

21日

例月出納検査〈議会事務局〉（服部監査委員・新居監査委員）

25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）

28日

第183回四国地区町村議会議長会〈自治会館〉（加藤議長）
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役場新庁舎
建設情報
「佐那河内村新庁舎・消防センター建築工事」の入札を行いました。
役場新庁舎及び併設する消防センターの建築工事を一括して発注する入札を行いました。

入札の結果は次のとおりです。
⃝入札日

８月26日㈬

⃝入札方法

指名競争入札

⃝事業名

佐那河内村新庁舎・消防センター建築工事

⃝落札者

徳島市富田橋７丁目17番地
株式会社 島谷建設

⃝落札額

1,023,000,000円（税込）
（設計金額による按分）
役場新庁舎   930,480,100円（税込）
消防センター  92,519,900円（税込）

⃝仮契約日

９月２日㈬
※予定価格が5,000万円以上のため、議会の議決を経た後に本契約になります。

⃝契約工期

着工 議会の議決のあった日の翌日
完成 令和３年11月30日

「佐那河内村新庁舎・消防センター」の概要は次のとおりです。
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⃝敷地面積

10,113.77㎡

⃝役場新庁舎

鉄骨造２階建
建物面積 2,409.72㎡
１階1,815.50㎡（内郵便局129.38㎡）・２階594.22㎡

⃝消防センター

鉄骨造平家建
建物面積 282.81㎡

⃝駐車場

（125台）

⃝駐輪場

（17台）
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農地パトロール・
農地パトロール・
荒廃農地調査を行いました
荒廃農地調査を行いました

農業委員会だより

村農業委員会では、8月を「農地パトロール月間」と定め、村内
全域を6地区に分けて農業委員、農地利用最適化推進委員が巡回し、
農地が有効利用されているかを調査しました。今回の調査をもとに
違反転用の指導、遊休農地への管理指導、利用意向調査を行います
ので、引き続きご協力をお願いします。
同時に荒廃農地調査も実施しました。すでに原野化していて復元
不可能な農地や、復元しても周囲の状況などから、継続して利用で
きないと見込まれる農地については、農業委員会が農地・非農地の
判断を行います。
調査中、現地への立ち入りなどにご協力いただいた皆さん、あり
がとうございました。

令和２年度秋期

おしらせ

犬の登録および狂犬病予防注射の実施について
狂犬病予防法により、犬の登録および狂犬病予防
注射は義務づけられています。
つきましては、次のとおり実施しますので、
佐
最寄りの場所で登録と注射を行うようにしてください。 那
実施日

令和２年10月５日（月）

場

時

間

寺谷生活改善センター

河

役場

内

朝宮神社

村

料 金

所

根郷集会所

桜集会所

※春期の狂犬病予防接種を受けた犬については、秋期は受ける必要はありません。

高齢者ごみ戸別収集について（ご案内）
１．対象者
⑴ 満65歳以上で自動車の運転ができない人
⑵ 重度の障がいを有する人
⑶ その他村長が必要と認める人
※ごみを排出することができる同居者がいる世帯
は含みません。

２．収集ごみ
⑴ 追上駐車場で収集しているごみ
⑵ 地区集積所で収集しているごみ
※粗大ごみの収集はしていません

火曜日）※翌水曜日に収集がない場合は、収集し
ません。

４．注意点
⑴ 分別できていないごみは、収集できません。特
に資源ごみを出す場合は注意してください。
（汚
れなど）
⑵ 指定した火曜日の午前11時までに、戸口にお出
しください。
⑶ 指定した日に収集が不必要な場合は、前日の午
前中までに担当課までお知らせください。

３．収集日
毎週火曜日（利用者が指定した週

例: １、３週の

問い合わせ●産業環境課
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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

検診場所

【申込み期限】９月18日㈮

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構

10月13日㈫

農振センター

10月10日㈯

【申込み期限】９月23日㈬

※【村内開催】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。

11月14日㈯

【申込み期限】10月23日㈮

12月４日㈮

【申込み期限】11月13日㈮

※【村内開催】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。

特 定 健 診・ 大 腸 が ん・
前 立 腺 が ん・ 肝 炎 検 査・
頸部・腹部エコー検査のみ実施

公益財団法人
とくしま未来健康づくり機構
農振センター
頸 部・ 腹 部 エ コ ー 検 査 は 実 施
し な い の で ご 注 意 くだ さ い。

受付時間

８：30 ～ 10：00

※この時間の範囲内で個人毎に受付
時間をご案内いたします。

８：30 ～ 10：30
８：30 ～ 10：00

※この時間の範囲内で個人毎に受付
時間をご案内いたします。

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

※ただし、乳がん検診は、午前中も
受付します。

※９月から11月までのとくしま未来健康づくり機構で行うがん検診では、とくしま未来健康づくり機
構におけるオプション項目【頸部エコー検査：負担金3,300円・腹部エコー検査：負担金5,500円】
を追加できます。
（９月および10月は先着15人限定です。11月は先着20人限定です。）ご希望の人は、
がん検診予約時にお申し出ください。
※10月の農振センターで行うがん検診で、完全予約制、先着20人限定でオプション項目【頸部・腹部
エコー検査：負担金8,800円】ができます。ご希望の人は、お早めにお申し込みください。

⃝がん検診内容および負担金（集団健診）
検診内容

対象者

胃がん検診

40歳以上の村民
（バリウム検査） 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

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

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

40歳以上の村民

300円

肺がん検診
喀痰検査
大腸がん検診
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負担金

①令和２年度で満40歳となる村民
（昭和55年4月1日～昭和56年3月31日生まれの人）
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

肝炎ウイルス
検査

前立腺がん検診 50歳以上の村民（男性のみ）
40歳以上の村民
骨密度検査

300円
1,000円
400円

20歳以上の村民（女性のみ）

（婦人科検診）

400円

※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

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）において、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

対象者

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
対 象 者
期

間

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。

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
（ただし、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。
）
令和２年 7 月 1 日から令和２年 12 月中旬ごろまで

受診場所

協立病院・田岡病院

負 担 金

3,000 円

定

全体で 30 人

員

負担金

※脳ドックと特定健診を同時に受診することもできます。同時に受診される場合は、負担金に特定健診分
1,000円がプラスされます。
お申し込み●健康福祉課国保係

7

sanagochi

2020.9

こ く ね ん ニュース
離婚時の年金分割制度のお知らせ

※年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後２年を経過した場合は、調停等の成立日か
ら６ヶ月以内※であれば手続き可能です。※調停等の成立日が令和２年８月２日以前の場合は１ヶ月以内

離婚時の年金分割のイメージ
サラリーマン等が加入する厚生年金は、給与等の報酬の額に応じて保険料を納付し、報酬額の記録
に応じて厚生年金が支払われます。
離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額
の記録が分割されることになり、年金額を二人で分割できます。

【例：サラリーマンの妻で専業主婦だった人の場合（厚生年金）】
離婚前

離婚後

報酬額の記録

夫

分割

⇒ 報酬額に応じた年金額を支給

妻

報酬額の記録
⇒ 分割された年金額を支給

報酬額の記録なし
⇒ 厚生年金は支給されず

報酬額の記録
⇒ 分割された年金額を支給

年金分割の方法（２種類）
いずれの場合も、原則として離婚後２年以内に手続を行うことが必要です。

❶ 合意分割

▶二人からの請求により、年金を分割できます。
▶年金分割の割合は、二人の合意、または、裁判手続によって決定されます。

❷ ３号分割

▶サラリーマンの妻で専業主婦の人など、国民年金第３号被保険者※ だった人か
らの請求により、年金を分割できます。
※厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人

▶年金分割の割合は、２分の１ずつとなります。
▶平成20年４月以降の第３号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。
年金事務所や年金相談センターの所在地は以下のホームページをご参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
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今月号は、村立図書館の館内の様子と
利用方法をご紹介します。

▲館内入り口正面の本棚
新刊と県立図書館から取り
寄せた展示図書のコーナー
があり、展示図書の８月末
時点のテーマは『「涼」を感
じられる本』です。 ※展示図
書は貸出できません。館内でご覧
ください。

◀館内の様子
蔵書の点検を行い、本を分
類別に整理しました。

村立図書館の利用方法
⃝ 利用者登録をする ●
図書を借りるには、「利用者カード」が必要です。利用者登録がまだの人は、村教育委
員会に図書館利用申請書を提出してください。後日利用者カードを発行します。
利用者カードは、村内にお住まい、在勤・在学している人はどなたでも作れます。
※申請書は図書館・教育委員会に設置しているほか、村ホームページからもダウンロードできます。

⃝ 図書を借りる・返す ●
貸出・返却は図書を教育委員会までお持ちください。その際図書利用者カードもご提示
ください。
図書は１人５冊まで借りることができ、貸出期間は貸出日を含めた10日間です。

村立図書館からのお願い
蔵書整理前の分類ラベルが貼られていない図書をお持ちの人がいらっしゃいましたら、
教育委員会までお持ちいただくようご協力お願いいたします。
■
■
■
■

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・祝祭日・年末年始
お問い合わせ 教育委員会 図書館担当
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2019
（令和元）年８月調査

人権に関する村民意識調査から

～最終回～

昨年度実施した、
『人権に関する村民意識調査』につきましては、16歳以上の村民350人（外
国籍も含む）を対象に調査票を郵送し、115人から回答をいただきました。（回答率32.8％）
ご協力ありがとうございました。
なお、調査結果の概要及び詳細は、広報さなごうち及び村ホームページに掲載しています
ので、ご確認ください。
〜いただいたご意見〜
地域づくり、地域活性化、横の繋がりは大

図ります。また、高齢者・障がい者（児）福祉の

潜在的な課題の実態の解決なしに地域課題解

護委員等の協力による人権相談体制の充実に努め

で、地域づくりをめざしてもらいたい。

策を盛り込んだ男女共同参画社会の推進を行い、

切なことですが、それ以前に言うに言えない

充実では、権利擁護に関する専門相談や、人権擁

消はなしえない、人権尊重の基盤に立った上

ます。また、男女共同参画の推進として、人権施

村では、今回のアンケート結果を今後の村づく
りに活かすために、令和２年４月に策定しました
『佐那河内村総合計画（※１）』に位置づけています。
主要な施策・事業として、キャッチフレーズに
『たすけあい心を未来につなぐ人権の村づくり』
を掲げた人権施策の啓発と推進を行うこととして
います。また、基本理念として、『SDGs（※２）』
に沿った持続可能な村づくりに努めていきます。
具体的には、PICTサイン（トイレ等を示す絵の
サイン等）やユニバーサルデザインによる施設整
備を推進し、さまざまな心身の特性や考え方を持
つすべての人々の理解を深めるコミュニケーショ

sanagochi
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ンツールの活用などにより心のバリアフリー化を
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個性的な性別や役割分担意識や悪しき習慣やしき
たりの見直しなどを行っていくなどアンケート結
果から見えてきた村の人権的課題の解消に向けて
取り組んでいくことを盛り込んでいます。
※1. 佐那河内村総合計画は、村ホームページに掲
載しています。ご確認ください。
※2.  SDGｓ
（エスディージーズ）
と は、「Sustainable
Development

Goals（持続可能な開発目

標）の略称であり、2015年９月に国連で開か
れたサミットの中で世界のリーダーによって
決められた、国際社会共通の目標です。

佐那河内の人権教育

vol.282

新型コロナウイルス感染症は、
実は「３つの“感染症”」
実は
「３つの“感染症”」という顔をもっています
という顔をもっています
第１の

感染症

「病気」
第３の

感染症

第２の

「差別」

感染症

「不安」
（イメージ図）

この“感染症”の怖さは、３つの顔がつながっ
ていることです。つまり、病気が不安を呼び、
不安が差別を生み、差別が更なる病気の拡散
につながるのです。これらの“感染症”を防ぐ
ため、私たちはどのような工夫ができるで
しょうか？
第１の“感染症”である「病気」を防ぐため
には、
「手洗い」「咳エチケット」「人混みを
避ける」などの対策が大切です。第２の“感染
症”である「不安」に振り回されないために、
気づく力、聴く力、自分を支える力を高めま

しょう。まずは自分を見つめ、いつもの生活
習慣やペースを保ち、安心できる相手とつな
がり、今、自分ができていることを認めましょ
う。第３の“感染症”である「差別」を防ぐため、
偏見や嫌悪的な表現が含まれる言動に同調せ
ず、この事態に対応している全ての人々をね
ぎらい、敬意を払いましょう。
このウイルスとの戦いは、長期戦になるか
もしれません。それぞれの立場でできること
を行い、皆が一つになって負のスパイラルを
断ち切りましょう。

引用：日本赤十字社新型コロナウイルス感染症対策本部発行「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！〜負のスパイラルを断ち切るために〜」

佐那河内人権教育研究協議会・佐那河内村教育委員会

GOING SANAGOCHI

武義

根郷集会所

石南ひまわり句会

六月十七日

西尾

新型コロナウイルスが終息しない中、句
会場を変更し、三密に気をつけて、マスク
持参で行いました。
お土産にみずみずしい緑のスダチがあり
ました。
（小夜記）

仏壇に初熟れ枇杷唯一つ

梅雨入りてコロナ放送村静か

昭文

律子

内藤

安喜

昌子

幸枝

光雄

安喜

元気にて賜る仕事代田掻く

青梅や下でとる人登る人

開校日児等の笑顔に風薫る

丸野

尾山

集う春視線の名札は半世紀

風呂窓にはりつく子らと守宮かな

志郎

あや子

後藤

後藤

春馬

家族とは空気のごとし梅雨の中

後藤

ベランダで朝の水やりミニトマト

小夜

桑ふぐり五指みな染めて摘み採りぬ

坂田
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地域おこし協力隊の
高橋

活動報告

仁美

かぼちゃの収穫を始めています。予定していたよりも早い段階での収穫になりました。地面が見えない
ほど生い茂っていた葉が、古いものからどんどん枯れていったり、果実が割れてしまったり、ちゃんとし
たかぼちゃができるのかどうか不安になる場面が増えていました。かぼちゃづくりを教えていただいてい
る村内の人から「もう収穫しー」と一言いただき、予定を早めて収
穫をスタートさせました。
説明書によるともう少し大きく育つ予定のものでしたが、皮の色
は鮮やかなオレンジ色になり、今のところ見た目は綺麗です。せめ
て10月初めごろまではこの状態で保管できてほしいと願いながら、
保管方法や活用方法などの試行錯誤を始めています。第一号の試食
はこれからですが、どうか美味しくできていますように…！

読み合い朗読会 「伝えたい村の話」佐那河内村史から
●稲刈りが終っている所も多いと思いますが、今回は、50年程前
に家に牛がいた頃の田んぼの話をします。
●田植え前には、アゼの草刈り、次に田んぼに残る株をトンガで
おおがして(掘り起こして)乾かします。株をホウリで細かくし、
牛がクワ付きでおおがします。水を引き入れ、漏れがないよう
牛で三回程練り込みます。
田植えは、苗代を作る田んぼを決め苗立てし、育ったら苗を束
ね耕作予定の田んぼに持ちこみ手植え。農協からの化成肥料を
一番肥えとしていました。田んぼの草は、竹で出来たスリーで
取り水の中に混ぜ込みます。稲が少し大きくなったら、草刈り
山から天秤棒で草を運び、コモ切りで細かくし、天秤棒に目の
粗い目籠をのせ、田んぼに振ります。４、５日したら振った草
を手で水の中に混ぜ込みます。これが二番肥えとなります。稲
が育つには水の管理が大切で日照りの際は水番もいて水を入れ
る順番が決まっていたようです。
稲が実ったら稲刈を行います。ノコギリ鎌で刈り、ワラで束ね、
ハゼ掛けをし、乾燥したら持ち帰り足踏みで脱穀。手で回しな

第55回

がらトウミでゴミを払い、ムシロに広げ乾かす。夜はムシロに
包んで軒下に入れ一週間ほど寝かします。音を立てるように
なったモミを縄とワラで編んだカマス(袋)に入れます。
モ ミスリは発動機を持参してくれるスリ役の人に頼むのでし
た。水車がある家は、それでモミスリをしていたようです。出
来上がったお米は、米俵に入れ、次の田植えまで保存されます。
●残ったワラは夜なべで縄をない、文中のカマスや俵に。コモ切
りで５㎝ほどに刻んだワラは牛の食べ物となりました。
●お教えくださった南さん、十分に伝えきれてないと思いますが、
有難うございました。子どもの頃からのご苦労もありながら柔
和なお顔に頭がさがります。
ツリーベルズ

鈴木

昇・惠子

次回開催：10月５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

9 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

９月28日㈪ 13：30 ～ 15：30

農振センター

10月９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
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第244号

「共同募金」についてどれだけ知っていますか？
❶ 共同募金のシンボル＝「赤い羽根」
「赤い羽根」を使うようになったのは、第２回目の運動からです。1948年頃、
アメリカで、水鳥の羽根を赤く染めて使っていました。それにヒントを得て、
日本では、不要になった鶏の羽根を使うようになりました。
「赤い羽根」は、運動が始まった頃は、寄付をしたことを表す印として使わ
れていました。
現在では「共同募金」のシンボルとして、幅広く使われています。

◎ 法律からみた「共同募金」

共同募金は、「社会福祉法」という法律をよりどころとして進められています。
民間社会福祉事業に必要な資金を集めるため、共同募金運動は、全国的に展開されます。

❷ 歳末たすけあい募金も、共同募金の一環
歳末たすけあい募金は、生活援護を必要とする人々のための募金です。

◎ 歳末たすけあい募金は２種類

歳末たすけあい募金には、市区町村の区域毎に行う「地域歳
末たすけあい」と「NHK歳末たすけあい」があります。

◎ 歳末時に寄付金が使われるから、歳末たすけあい

歳末たすけあいへの寄付金は、見舞金として当年度に使われ、
地域福祉サービス事業などには、
原則として翌年度に使われます。

今年も皆さんのご協力をお願いします。

赤い羽根募金

★本村へ赤い羽根募
金55％・歳末たす
（期間10月1日〜 10月31日まで）
けあい募金100％
が地域配分金とし
目標額
円
て配分され、歳末
たすけあい事業と
し て 長 期 療 養 者・
在宅療養者等への
（期間12月１日〜 12月31日まで）
見舞金ほかに活用
しています。
目標額
円

331,300

歳末たすけあい募金

500,000

13
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駐在所だより
秋の全国交通安全運動

９月21日㈪～９月30日㈬

【重点目標】
◆ 子供をはじめとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保
◆ 高齢運転者等の安全運転の励行
◆ 夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止

「９月30日は交通事故死ゼロをめざす日」
【８月中の村内の交通事故】（計３件）
● 寺谷地区で軽四同士の出会い頭による物損事故
● 嵯峨地区で軽四が後退中に接触した物損事故
● 嵯峨地区で軽四が後退中に衝突した物損事故
交通ル
ールは
必ず守
って
運転
し
ま
しょう
！

地域の安全を守る会の活動

何かご用件のある人はお気軽にお声がけください。
駐在所（Tel.088-679-2110）へのご連絡をお待ちしています。
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
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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

水

木
1

4

5

6

7

8

11

12

13

18

19

20

25

26

27

卓 球

14

15

21

22

卓 球

28

29

10

月

金
2
バドミントン

9

バドミントン

16

バドミントン

23

バドミントン

30

バドミントン

土
3
10

17
24
31

情 報 ボ ッ ク ス
月

日
24日

曜日

９月
28日

月

29日

火

２日

行事名

わんぱく広場
木 「プレイマットであそぼう」
「敬老の日のプレゼント作り」

金

５日

月

６日

火

いきいき体操教室

対象：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
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

令和2年度秋期犬の登録および
狂犬病予防注射の実施
可燃ゴミ・古紙などの収集

月
金

保育所

時

間

備

【持参物】運動しやすい服
装、マスク・水筒など

農振センター
1階

13：30 〜 15：30

追上駐車場

11：00 〜翌11：00

農振センター
1階

19：30 〜 21：00

根郷集会所等
11：00 〜翌11：00

脳若トレーニング教室

農振センター
1階

10：00 〜 11：00

対象：特定健診で血圧・血糖などが
少し高めの人

農振センター
１階

19：30 〜 21：00

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

13日

火

可燃ゴミ・古紙などの収集

追上駐車場

11：00 〜翌11：00

水

ふれあい昼食会

※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 〜 14:00

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、マスク、水筒など
※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 スク着用の協力をお願い
します。
※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。

月

14日

【持参物】運動しやすい服
装、マスク、水筒など

受付
【持参物】
13：15 〜 13：30 子どもノート・母子健康手帳

12日

農振センター
1階

※マ スク着用の協力をお願い
します。
※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。

【料金】犬の登録（一頭に
つ き ）3,000円、 狂 犬 病
予防注射（一頭につき）
3,300円。

追上駐車場

健康づくりチャレンジ教室

考

10：00 〜 11：00

農振センター
２階大和室

対象者：65歳以上の人

９日

所

乳児健診

対象：乳幼児とその保護者

10

場

※マ スク着用の協力をお願い
します。
※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。

（敬称略）

個人情報に関する内容のため削除しています
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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.138

豆腐の香味野菜かけ

●材料（４人分）
木綿豆腐
ニラ
人参
豚肉(もも)
生姜
サラダ油

400ｇ
1/2束
60ｇ
80ｇ
１片
大１

★酒
大１ 1/3
★薄口醤油
小２
★塩
1/2
★水
１カップ
★こしょう
少々
片栗粉
大１〜
ごま油
小1/2

●作り方

栄養
成分

エネルギー 165kcal 炭水化物

7.0ｇ

タンパク質

1.3ｇ

脂質

11.9ｇ 塩分
9.3ｇ

①豆腐は軽く水分を切り、フライパンに
サラダ油を熱し両面焼く。
②豚肉は一口大に切る。
③人参はせん切りにし、ニラは３㎝の長
さに切る。
④フライパンに油を入れ、生姜のみじん
切りを炒めて香りを出し、豚肉・野菜
（ニラ以外）の順番に炒める。
⑤★を入れ、沸騰してきたら、ニラと水
溶き片栗粉を入れ最後にごま油で香り
をつける。
⑥皿に豆腐をのせて⑤をかける。

●ポイント

野菜はお好みで旬の野菜を使ってもおい
しくいただけます。
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