（毎月１日・15日発行）

徳 島 市 の 広 報 紙

〜自分の血糖値を知っていますか〜
の間の状態で﹁糖尿病予備群﹂
と言われています︒境界型は空

日

月

﹁ＨｂＡ１ｃ﹂をご存じですか

ＨｂＡ１ｃ ︵ヘモグロビン

２カ月間の血糖の平均値を表

エーワンシー︶は︑過去１〜

すもので︑糖尿病の検査によ
く用いられます︒

見逃しがちな食後の高血糖が

これは空腹時血糖検査では

特徴である境界型の早期発見

健康相談をご利用ください

保健センターでは︑糖尿病な
どの生活習慣病やメタボリック
シンドロームを予防するため︑
健康相談を実施しています︒
健 康 相 談 で は︑ 医 師・ 保 健
師・管理栄養士・健康運動指導

士などが健診結果に基づき▼現
在の体の状態▼目標体重▼１日
の食事の適量▼効果的な運動方
法や運動時間││などについて

アドバイスを行っています︒こ
のような保健指導により︑相談
者の体重の減少や血液検査の改

善につながっています︵下グラ
フ参照︶︒
健康相談を活用し︑医師や保

健師などと一緒に生活スタイル
にあった具体的な目標を立てて

3ｃｍ以上減少
した人は半数
以上いました

腹囲の変化

（市国保加入者の特定健診結果より）

﹇問い合わせ先﹈保健センター
☎︵６５６︶０５３１

市民の皆さん一人一人が定期
的に健康診査を受診して︑積極
的に糖尿病の予防に取り組み
〝糖尿病死亡率ワースト１位〟
を脱却しましょう︒

体重の3％以上
減少した人は半
数以上いました

が可能です︒ 血糖値とともに

〈1日の目安量〉

防は︑食事と運動が基本です︒
健診結果は︑食習慣や生活習
慣と結びついています︒日ごろ
から自分の血糖値など健診結果
を正しく知っておくことが予防
の第一歩となります︒結果が教
えてくれる体のサインを見逃さ
ず︑生活習慣を振り返り︑日ご
ろからバランスのとれた食事と
適度な運動を心掛けましょう︒

〜食事はバランスよく適量を〜

実践し︑健康な生活を送れるよ
う心掛けてください︒

増加
29.7％

増加
22.7％

減少
68.2％

増減なし
2.1％

減少
72.4％

▲果物なら親指と人指し
指で囲める量

▲野菜なら両手に
3杯分

徳島県は︑糖尿病死亡率が全国ワースト１位で︑ 歳以上の４
人に１人が糖尿病の疑いがあります︒糖尿病は︑自覚症状がない

腹時の血糖は正常でも食後の血
糖値が高くなる傾向があります︒
この状態が長期間続くと動脈硬

大切だと気づきました。

上に命に関わるさまざまな合 併 症を引 き 起します︒予 防のため
には健康診査を受けて自分の体の状態を知ることが大切です︒

ＨｂＡ１ｃの数 値 ︵ 基 準 値 は︑

とに驚きました。元気と思っていても健診で体の状態を知っておくことは

☎(088)621‑5111(代表)

５・１％以下︑６・１％以上は糖

診断されました。自覚症状が無かったので、
こんなに症状が進んでいるこ

徳島市幸町2‑5

〒770‑8571

発行：徳島市

尿病型︶にも注意しましょう︒

族に勧められ初めて健診を受診した結果、
糖尿病と高血圧、
高脂血症と

増減なし
4.9％

化を起こしやすくなります︒そ
のため︑境界型の状態から健康
管理がとても大切になります︒

体力には自信があったため、
健診は受けたことがありませんでした。家

尿病とは

40

10．
7％から5．
6％まで下がりました。

体重の変化

［対象］徳島市国民健康保険加入者で昭和10年10月１日〜昭
和46年３月31日生まれの人
［実施期間］10月31日㈰まで（昭和10年10月１日〜昭和11年３
月31日生まれの人は９月30日㈭まで）
［自己負担額］1，
000円
［受診に必要なもの］受診券（対象者に送付。送付時期など詳し
くは、
市ホームページを参照）
と徳島市国民健康保険証
［実施場所］委託医療機関（一覧表を受診券に同封）
［問い合わせ先］
保険年金課（☎621-5159）

防のために健診を

「体の状態を知ることの大切さが分かりました」 〜58歳男性〜

自覚症状が乏しい糖尿病の予
防には︑健康診査を受けること
が欠かせません︒

し治療を開始。その結果２年間で体重は2．
2㎏減り、
ＨｂＡ１ｃ
（右参照）は

特定健診を受診しましょう

り、
食事のバランスを考え薄味を心掛けて食べるようになりました。

にくい﹁糖尿病﹂
﹁脂質異常﹂
﹁高
血圧﹂などの生活習慣病を早期
に把握し︑将来の脳卒中や心筋
梗塞を予防する目的で行われて
います︒
受診方法など詳しくは︑加入
されている各医療保険者にお問
い合わせください︒

特定健診を受診しています。コレステロールと血圧がやや高いことが分か

平成 年度から︑国民健康保
険など医療保険者ごとに 歳〜

自分の体のことも気になりはじめ、
それから毎年
夫が脳梗塞を発症し、

基本は毎日の食事と運動
糖尿病などの生活習慣病の予

「健診結果を基に食事のバランスを心掛けています」 〜46歳女性〜

歳の加入者に対して﹁特定健
康診査﹂を実施しています︒
特定健診は︑自覚症状が現れ
初めて受診した健診で、
糖尿病が発見されましたが放置していました。

く利用できなくなるのが糖尿病
です︒
血液中のブドウ糖が増えすぎ

体や脳が活動するためのエネ てしまうため︑血糖値︵血液中
ルギー源となる糖質は︑消化・ のブドウ糖の量を示す値︶が高
分解されてブドウ糖となり︑血 く な っ た り︑ 尿 に 糖 が 出 る と
液中に溶け込んで︑エネルギー いった症状があらわれます︒
源として利用されるほか︑細胞
内に蓄えられます︒その際には︑ 命に関わる合併症を招く
糖尿病の症状である高血糖の
インスリン︵すい臓から分泌さ
れるホルモン︶が必要となりま 状態が長期間続くと体中の血管
すが︑このインスリンの分泌量 が傷みさまざまな合併症を起こ
が少なくなったり︑働きが十分 します︒
糖尿病の合併症というと︑三
でないために︑ブドウ糖をうま
大合併症︵糖尿
病性腎症・糖
尿病性神経症・
糖尿病性網膜
症︶はよく知ら
れています︒こ
のほかに︑血糖
値が少し高い状
態でも脳や心臓
の太い血管の動
脈硬化が進行し︑
﹁ 脳 梗 塞︵ こ う
そく︶﹂や﹁ 心 筋
梗 塞 ﹂な ど 命 に
関わる大きな病
気につながりま
す︒

翌年の健診で糖尿病が悪化し、
その後、
保健指導を受け、
生活習慣を改善
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境界型も
油断は禁物！
境界型は︑正
常型と糖尿病型

「生活習慣を見直すことで大きく改善しました」 〜63歳男性〜
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特定健診の受診者に尋ねました！

保健指導を受けた人の翌年の健診結果状況（20年度）

特定健康診査の受診はお早めに！

予
74

No.839

糖
尿
病
予
防
は
健
診
か
ら
！
▲健康相談の様子

男
女
世帯数
面 積

（ホームページ）http://www.city.tokushima.tokushima.jp/
（携帯）http://www.city.tokushima.tokushima.jp/i/

糖

258,210人
（−37）
122,611人
（−44）
135,599人
（＋ 7）
112,230世帯
（＋29）
191.39㎢
口
人
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第839号

駐 車 場 所

間

10：40〜

川内町大松

平和団地内

14：30〜

川内町富吉

富吉団地内

住吉四

住吉・城東コミセン駐車場

10：00〜
10：40〜
14：30〜
15：15〜
16：00〜
10：00〜

14：30〜

16：00〜

南末広町２ リバーサイド南末広７番館横 10：00〜
福島二

渭東コミセン駐車場

城南町二

公務員住宅内

八万町中津山

竹林院東

八万町二丈 マルヨシ第２駐車場

10：40〜
14：30〜
15：10〜
16：00〜

南矢三町一 マルナカ矢三店駐車場 10：00〜

10：00〜
10：40〜
14：30〜
15：10〜
16：00〜
10：00〜
10：40〜

観音寺公会堂前

天神社境内

10：40〜
14：30〜
15：20〜
16：00〜

西大工町４ 県営寺町団地内

10：00〜

佐古五番町 サトー（履物）駐車場

10：40〜

八万町新貝 八万団地内

14：30〜

上八万町樋口 市営樋口住宅内

15：15〜

上八万町 しらさぎ台集会所前

16：00〜

末広四

10：00〜

末広公園内

11/4
11/27 城東町ニ 市営住吉東住宅内
12/25
名東町２ 県営名東団地内
1/26
2/19 名東町１ 県営名東東団地内
3/23
南佐古七番町 椎宮八幡神社境内
住吉四

第２三宅マンション内

10/21
11/13 金沢一 県営住宅金沢団地内
12/10
津田町二 新田釣具店北
1/14
2/10 大原町 大神子第２団地バス停前
3/10
大原町 勝占東部コミセン前
南沖洲五

沖洲保育所前

10/29
11/24 北沖洲一 金沢団地内
12/22
八多町 八多公民館横
1/27
2/25 丈六団地 阿波銀ＣＤコーナー横
3/17
勝占町 ガラススタジオ前
※駐車は約３０分間、
荒天候時は中止します

問 市立図書館
（☎654−4421）

10：40〜
14：30〜
15：15〜
16：00〜
10：00〜
10：40〜
14：30〜
15：20〜
16：00〜
10：00〜
10：40〜
14：30〜
15：15〜
16：00〜

「燃やせないごみ」の日

スプレー

10/28
11/20 北田宮二 広坪団地内
12/16
川内町宮島 市営宮島住宅内
1/15
2/9 北矢三町一 川久保第２ビル駐車場
3/5
北島田町１ 神明神社境内

16：00〜
10：00〜

危険物を出す際には︑必
ず次のルールを守ってくだ
さい︒
ルールが守られていない
とごみは収集されませんの
で︑ご注意ください︒

国府町観音寺

15：15〜

◆スプレー缶・ガスボンベ
缶の出し方
▼中身︵ガス︶を必ず使い切
る
▼屋外の風通しの良いとこ
ろで穴を開ける
▼ほかの燃やせないごみと
は区別し︑別の透明か半透
明のポリ
袋に入れ
て︑燃や
せないご
みの日に
出す

伊魔離神社境内

◆ライタ
ーの出し方
▼中身︵ガス︶を必ず使い切
る︒使い切れないライター
は︑ガス抜きをする
なお︑ガス抜きの方法と
注意事項は︑㈳日本喫煙具
協会ホームページをご覧く
ださい
▼燃やせないごみの日に出
す

国府団地児童公園前 14：30〜

国府町矢野

▲ごみ収集車の火災が発生し、消火活動
を行っている様子

基礎データになります︒

〜ごみ収集車の火災が多発しています〜

必ず回答しないといけないの？

ごみを出す際には確認を！

16：00〜

公正で効率的な行政を行う
ためには︑日本に住むすべ
ての人や世帯からの正確な
回 答 が 必 要 で す︒
﹁調査票
の 記 入 の し か た ﹂を よ く ご
覧の上︑漏れなく正確にご
記入ください︒皆さんのご
協力をお願いします︒

15：15〜

統計法で︑調査票に記入
して提出することの報告義
務が定められています︒そ
のため︑国勢調査では︑す
べての人に必ず回答してい
ただくこととしています︒

10：40〜
14：30〜

個人情報は？

10：00〜

国府町池尻

北田宮四

10/14
11/10
12/4
1/7
2/3
3/2
3/25

15：15〜
16：00〜

﹇ 問 い 合 わ せ 先 ﹈情 報 推 進
︵ ６ ２ １︶
課統計担当☎
５０８４

市営佐古八住宅内

南庄町３ 小川ビル１棟駐車場

14：30〜

個人情報を保護するため
に︑調査に従事するすべて
の人に対して︑厳格な守秘
義務が課せられています︒
また︑記入された内容は︑
法律によって厳守され︑外
部に漏れたり統計を作成す
る以外の目的に使われるこ
とはありません︒

佐古八番町

10：40〜

﹇問い合わせ先﹈生活環境課
☎︵６２１︶５２０２

10/15
11/6
12/2
1/6
1/29
2/24
3/19

10：00〜

提出方法は？

南常三島町３ 徳島アイハラ駐車場
11/5
12/1 住吉一 住吉神社境内
12/24
川内町 榎瀬西団地公園西
1/28
2/23 川内町 牛王神社西
3/18
応神町 応神小学校正門

16：00〜

徳島市では︑﹁燃
や せ な い ご み ﹂の
収集日にたびたび
収集車の火災や爆
発事故が発生して
います︒
原因としては︑
危 険 物︵ ス プ レ ー
缶・ガスボンベ缶・
ラ イ タ ー な ど ︶の
混入が考えられま
す︒

西新浜町一 西新浜県営住宅西
10/30
11/26 西新浜町一 西新浜団地内
12/17
国府町日開 セブン国府店
1/22
2/18 国府町井戸 井戸南公会堂東
3/16
名東町２ 城西モータース道向

15：15〜

９月下旬から︑総務大臣
から任命された調査員が各
世帯を訪問して︑調査項目
などが書かれた調査票を配
布します︒記入した調査票
は︑封筒に入れて封をした
上で︑直接︑調査員に渡し
て提出するか︑また︑今回
の調査から︑市役所に郵送
で提出できるようになりま
した︒

10/22
11/19 吉野本町４ 八幡神社境内
12/11
沖浜町大木 若宮神社境内
1/19
2/12 八万町内浜 須見建築事務所前
3/9
八万町大坪 大坪住宅内

14：30〜

回答にご協力を！

中前川町５ 前川荘駐車場

10：40〜

正しい統計に基づいて︑

10/20
11/17 佐古七番町 グリーンハイツ内
12/9
名東町３ 市営名東３丁目住宅集会所前
1/13
2/4 下町本丁 上八万支所前
3/3
入田町春日 入田コミセン駐車場

調査結果は？

15：15〜

22

また︑
世帯に関
する項目
として︑
世帯員の
数︑住居の種類など５項目
について調査します︒

10：40〜

15

選挙区の区割り︑地方交
付税の算定の基準などの法
定人口として利用されるほ
か︑住宅︑福祉︑医療︑交
通︑雇用︑地域の活性化な
ど︑私たちの暮らしのさま
ざまな分野で役立てられる

中昭和町５ 主婦の店昭和町店
10/27
11/18 新浜町二 公務員住宅内
12/15
八万町法花谷 天理教内
1/20
2/16 西須賀町 地蔵橋駅前
3/11
北山町 方上公民館駐車場

15：15〜
16：00〜

調査項目は？

秋田町２ 下窪木材駐車場

世帯員に関する項目とし
て︑男女の別︑出生の年月︑
配偶の関係︑就業状態︑仕
事の種類など 項目につい
て調査します︒

10：00〜

上助任町蛭子 堀部産業駐車場
10/23
11/25 佐古三番町 明和ハイツ駐車場
12/18
不動西町 市バス不動回転場
1/21
2/17 国府町西黒田 北井上支所前
3/12
国府町竜王 竜王中央公園内

10/16
11/12
12/8
1/12
2/5
3/4
3/26

時

伊賀町１ 八幡神社東眉山住宅
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ことしは５年に１度の国勢調査の年です！
〜皆さん︑回答にご協力を〜

月日
10/13
11/11
12/3
1/8
2/2
2/26
3/24

各種の税務証明は、
市役所１階住民課１番窓口（証明コーナー）
と２階資産税課20番窓口で取り扱っていますが、14カ所ある各支
所でも税務証明の一部を取り扱いますのでご利用ください。
［開始日］
10月１日（金）から
［支所で取り扱う税務証明の種類］
▶所得課税証明（個人の市・県民税）▶所得証明（個人の市・
県民税）▶納税証明＜①市・県民税（個人）②軽自動車税（個
人・法人の継続検査用に限る）③固定資産税（個人）
＞
※上記以外の税務証明は、各支所では取り扱っていませんので、
ご注意ください。なお、未申告や未納、申告・名義変更・納税後
で間もない場合などは、従来どおり市役所２階20番窓口へお願い
します。
［申請できる人］
▶本人（相続人を含む）▶本人から委任を受けている代理人（た
だし、委任状が必要）▶本人と同居の配偶者や親族で、本人の
依頼があったと認められる人（ただし、委任状が必要となる場合
がありますので、お問い合わせください）
［申請の時に必要な書類など］
▶税務証明交付申請書（各支所に備え付けていますので、申請
当日もしくは事前に取り寄せて、必要事項を記入の上、提出を）
▶窓口に来る人の本人確認ができる書類▶代理申請のときは、委
任状か委任状にかわる書類と本人確認ができる書類▶相続人が
申請する場合は、戸籍謄本など本人との関係がわかる書類
車検の継続検査用の軽自動車
［手数料］
１通につき350円（ただし、
納税証明書は無料）
または各支所
［問い合わせ先］
市民協働課（☎621−5510)、
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月１日を基準日として︑
﹁平成 年国勢調査﹂が全国一
斉に実施されます︒国勢調査は︑日本に住んでいるすべて
の人︑世帯が対象となる最も重要な統計調査です︒９月下
旬から︑調査員がお宅を訪問し︑世帯ごとに調査票を配布
しますので︑
皆さんのご協力をお願いします︒

10月〜3月巡回日程

10

調査の対象は ？

移動図書館「いずみ号」が市内70カ所を
約1カ月の周期で回り、図書を貸し出し。読
みたい本があればリクエストを。

月１日現在︑日本に住
んでいるすべての人︑世帯
が対象となります︒また︑
日本に居住する外国人も対
象になります︒

10月から各支所で
税務証明の一部を取り扱います

ご利用ください
移動図書館「いずみ号」

平成 22 年 9月15日
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ＣＯ２を減らしてストップ温暖化
〜エコライフメニュー㉓〜

照明をLEDに
取り替えてみませんか？
ＬＥＤ照明は、
消費電力が少
なく、10年以
上交換が不要
です。
家庭用では、
白熱電球の口
金にそのまま
取り付けられる電球型のものも販
売されています。
問 環境保全課（☎621−5213)

不用品活用
［譲ります]（品名、使用年数、価格）
▷籐製回転座いす、２年、1,000円▷ピ
アノ、25年、無償▷エレキギター、25
年、無償▷テニスラケット（硬式）、25
年、無償▷ＬＥＤクリスマスネオン、６
年、無償
［譲ってください］
▷小径自転車▷テレビ
申 はがきに希望の品(１人１品目)・住
所・名前・電話番号を記入し、９月24
日㈮までに消費生活センター(〒770−
0834 元町１−24）へ。同25日㈯に抽
選し、当選者に連絡します。掲載品以外
で譲ってほしいもの、譲りたいものがあ
る人はお電話ください。
問 消費生活センター（☎625−2326
火曜日・祝日は休み）

親子ふれあいプラザ
（ふれあい健康館1階）
【10月の行事】 ☎657 0065
いずれも参加無料 ※印は要申し込み
★印は当日先着30人
◆子育てセミナー
「親子で遊ぼうリトミック」
日時 10月12日㈫10：30〜11：20
場所 親子ふれあいプラザ（きりんルーム）
講師 名田 雅子さん
定員 就学前の子どもとその保護者 20組
◆親子教室
対象：就学前の子どもとその保護者
日
時
内
容
10:30〜11:00
絵本の読み聞かせ
14:30〜15:00
8日㈮ 10:30〜11:20 「秋の自然物でつくって遊ぼう」★
子育てカウンセリング※
20日㈬10:30〜15:00
臨床心理士 森 隆子さん
20日㈬10:30〜11:20 「ミニミニ運動会」★
29日㈮10:30〜11:20 お誕生パーティー※
毎日

開館時間は9：00〜18：00（日・祝は16：00まで）月曜日は休館

徳島市は、個人情報の取り扱いについては「徳島市個人情報保護条例」に基づき、適正な管理に努めています。

3

第839号

申 …お申し込み方法

広

平成 22 年 9月15日

問 …お問い合わせ先

市立幼稚園の臨時幼稚園教員

申 ファクスかはがきで住所、名前、電話番
号を、不動コミュニティセンター
（〒770−
0063 不動本町２−178 ☎631−9649
℻ 633−4171）
へ。

シビックセンター発表会と作品展

若干名募集。応募資格は、
幼稚園教諭免許
シビックセンター４・５階で。
▷９月15日㈬〜
状を持つ人で、
採用は随時。日給は7,500円。 17日㈮＝作品展第１期（俳句・洋画・墨絵・彩墨
申 履歴書を持って、学校教育課
（市役所11 画）
▷９月18日㈯〜20日㈷＝作品展第２期（染
階 ☎621−5413）へ。
め教室・織物教室）。時間はいずれも10：00〜
18：00（※それぞれ初日は12：00から、
最終日
９月の健康教室「徳島の県民ショク（食）」 は16：00まで）▷９月19日㈰11：00〜16：00
９月24日㈮13：30〜15：00、
30日㈭19：00 ＝カラオケワンポイントレッスン、13：30〜
〜20：30（いずれか１日）。ふれあい健康館（沖 15：30＝きもの着装▷９月20日㈷13：30〜
浜東2）
２階第１会議室で。内容は、
保健師・栄 15：00＝染・織教室ファッションショー▷９月
養士による健康教室。対象は市民。定員は各 23日㈷11：00〜13：00＝新舞踊教室
30人(先着）。準備物は筆記用具。受講は無料。 問 シビックセンター（☎626−0408)
申 保健センター（☎656-0534）
へ。

ただくこともあるので、
ご協力を。調査は無料。
問 水道局維持課
（☎623−1188）

田中砂灸へ臨時バスを運行
９月23日㈷に徳島駅〜田中砂灸
（上八万
町）の往復臨時バスを次のとおり運行。運
賃は片道360円。なお、このたびで臨時バ
ス運行は廃止。
徳島駅発 7:20
50

8:25
55

9:30 10:00

田 中 発 7:55

8:25

9:00 10:05
30
35 11:20

─

問 交通局営業課
（☎623−2154)

売買参加者の新規承認申請
徳島市中央卸売市場の売買参加者として
新規承認を希望する人は、10月１日㈮〜20
日㈬に申請手続きを。一定の資格要件あり。
問 徳島市中央卸売市場
（☎628−2761)

秋の全国交通安全運動

報

公証人の電話相談
10月２日㈯9：00〜16：00。遺言、任意
後見、離婚給付契約などの公証に関する相
談全般を電話で受け付け。
問 徳島公証役場
（☎625−6575）、市民生
活課（☎621−5200）

法務局くらしの相談所
10月３日㈰10：00〜15：00。そごう徳島
店７階特設会場で。登記、供託、戸籍、国
籍などに関する相談。相談は無料。
問 徳島地方法務局総務課
（☎622−4318)、
人権推進課（☎621−5169)

市・県民税の公的年金からの
特別徴収税額について
６月上旬に「平成22年度公的年金等所得
に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定
通知書」を対象者に送付し、公的年金から
の特別徴収額をお知らせしておりますが、そ
の額が厚生労働省が８月に送付した年金振
込通知書中の「22年10月以降の特別徴収税
額」に記載されている税額と異なっている場
合があります。これは、厚生労働省の年金
振込通知書に、本来特別徴収すべき税額が
記載されていないためです。平成22年度の
特別徴収税額は、市民税課からの決定通知
書が正しい税額となります。
問 市民税課（☎621−5063・5064・5065）

９月21日㈫〜30日㈭。
「高齢者の交通事
故防止」を運動の基本に実施。運動の重点
９月の運動教室「筋力アップトレーニング」
10月３日㈰10：00〜15：00。市立体育館で。 は▷夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用
９月24日㈮9：30〜10：30（65歳以上の市 対象は、障害者とその家族。参加希望者は、 中の交通事故防止▷すべての座席のシート
民）、
11：00〜12：00（64歳以下の市民）。保 当日直接会場へ。
ベルトとチャイルドシートの正しい着用の
健センター元気回復室（ふれあい健康館2 問 ㈶ 徳 島 市 身 体 障 害 者 連 合 会（ ☎623− 徹底▷飲酒運転の根絶▷早めのライト点灯
（☎621−5177）
階）で。内容は、
健康運動指導士による運動 3065）、障害福祉課
と反射材の効果的活用。
問 市民生活課
（☎621−5130）
教室。対象は市民。定員は各20人（先着）。
いのちの電話 チャリティーコンサート２０１０
準備物は運動しやすい服、
上靴、
タオル、
水分
徳島県近代和風建築総合調査
10月２日㈯14：00〜。あわぎんホール
補給の水など。受講は無料。
申 保健センター（☎656-0534）
へ。
９月〜平成23年１月に、近代和風建築
（県郷土文化会館）
で。内容は、主婦ユニッ
トCOCOON（ コ ク ー ン ）に よ る チ ャ リ のすべてを対象にした総合調査を実施。内
９月のヘルスアップ相談 〜糖尿病ウイーク〜
年金額を増やしたい人は国民年金基金を
ティーコンサート
「母が伝えるいのちの歌」
。 容は、該当物件（1854〜1945年に建築さ
９月27日㈪〜30日㈭13：00〜15：00。保健 入場前売り券は大人1,200円
自営業やフリーランスなど、国民年金第
（当日1,500 れた建造物）について、建築士による写真
センター健康相談室（ふれあい健康館2階）。 円 ）、 学 生1,000円
（ 当 日1,200円 ）
。 中 学 撮影や聞き取りなどの調査。なお、教育委 １号被保険者として保険料を納付されてい
内容は、
糖尿病についての保健師・栄養士に 生以下は無料。
員会で近代和風建築に関する情報を受け付 る人が、安心して老後を過ごせるように、
（☎652−6171）
よる健康相談。
１人40分程度。対象は市民。 問 徳島いのちの電話
老齢基礎年金にゆとりをプラスする公的な
け。詳しくはお問い合わせを。
問 社会教育課
（☎621−5419）
定員は各日３人（先着・要予約）。準備物は筆
年金制度。掛金が全額社会保険料の控除の
記用具、
健診結果、
血液検査結果など。
対象になるなど、税制上の優遇措置あり。
無料調停相談
申 保健センター（☎656-0534）
へ。
詳しくは、お問い合わせを。
９ 月16日 ㈭13：00〜17：00。 あわぎん 問 徳 島 県 国 民 年 金 基 金（ ☎0120−65−
「はじめて体験パソコン教室」受講生
子ども手当の請求手続きはお早めに
ホールで。相談内容は民事問題
（土地建物、 4192）
９月25日㈯・29日㈬の各日13：30〜15：30。 中学修了前（15歳到達後最初の３月31 交通事故など）
と家事問題
（離婚、相続など）。
国民年金基金の相談コーナーを設置
シビックセンター４階で。 内容は「パソコン 日まで）の子どもの父母、または養育者に 予約は不要。
、市民生
９月29日㈬・30日㈭9：00〜17：00。市
の起動」
「マウスの操作」
「日本語入力」を楽 対して子ども手当を支給。手当額は、子ど 問 徳島調停協会（☎626−1587）
（☎621−5200)
役所１階 保険年金課11番窓口で。
しく解説。対象は18歳以上の市民。９月15 も１人あたり月額13,000円。所得制限は 活課
問 保険年金課
（☎621-5162）
日㈬10：00から電話受け付け。 定員は各15 なし。認定請求手続きがお済みでない人は、
不動産鑑定士による不動産無料相談会
人（先着）。受講は無料。
早めに手続きを。
祝日のごみ収集
申 シビックセンター（☎626−0408）
へ。 問 子育て支援課
（☎621−5194）
10月１日㈮10：00〜16：00。市役所１階国
9月20日㈪・23日㈭は、平常どおり行
際親善コーナーで。
「チャイナペイント（磁器絵付け）交流講座」受講生
農作業事故にご注意を
問 ㈳徳島県不動産鑑定士協会
（ ☎623− います。
問 生活環境課
（☎621-5217）
10月〜平成23年３月の毎週金曜日10：00
10月10日㈰までは
「秋の農作業安全運 7244)、監理課
（☎621−5326)
〜12：00。加茂名中央会館（庄町５）で。 対 動月間」
。農作業の機械化が進む中、機械
象は市民。定員は５人（先着）。受講は無料。 使用中の事故に備えを。作業中の安全確保
ハ チ に 注 意 し ま し ょ う！
ただし、材料費など一部負担。
には細心の注意を払い、特に農業機械は格
夏から秋にかけてはハチの活動が活
申 ９月22日㈬までに加茂名中央会館
（☎ 納するまで、安全使用・安全運転を。
被害にあわない対策
被害にあった場合の対応
発になるため、
危険な時期です。個人
問 農林水産課
（☎621−5252）
631−3734）へ。
白い帽 子 や 衣 服
すぐに毒を指で絞り出し、 の住宅などにできたハチの巣の駆除に
を着る
水で洗い流し冷やす
「ボーンチャイナ絵付け講座」受講生
水道の漏水調査にご協力を
ついては、
市シルバー人材センター（☎
整 髪 料 や 香 水を
抗ヒスタミン軟膏、ステロ
10月13日〜平成23年３月９日の第２・
９月27日㈪ 〜 平 成23年３月18日㈮9：00
653−6262）
や県ペストコントロール協
つけない
イド剤を塗布する
４水曜日13：30〜15：30（全10回）
。不動 〜17：00。 不動・加茂・加茂名・入田・上
会（☎663−3088）などの専門家に相
遭遇したら、ゆっ
早めに皮膚科に受診する
コミュニティセンターで。内容は、ボーン 八万・佐古・内町・新町・西富田・東富田・
※過去に１度刺されていると「ア 談・依頼してください。
くり遠ざかる
ナフィラキシーショック」を起こ 【問い合わせ先】
チャイナに草花や動物の絵付け。入会金は 応神・昭和・八万・勝占の各地区で水道本
ハチ の 巣 に 近 づ
被害にあったとき＝保
す可能性があり、特に注意が
かない
1,500円。受講料は月2,500円。材料費は 管および各戸の水道メーターまでの水道管
健センター（☎656−0534）、
駆除の相
必要です。
手で払わない
１作品1,500円〜。定員は５人（先着）。
の水漏れ調査を実施。宅地内に入らせてい
談＝生活環境課（☎621−5206）

障害者スポーツ大会

受講生
募集！

ふれあい健康館

生涯学習短期特別講座

日 時
講座名
定員・受講料・準備物など
10/13㈬
やさしい朗読 25人。受講料500円。教材
13：30〜15：00 「二十四の瞳」① 費300円程度。筆記用具。
30人。受講料500円。材料
10/19㈫
費1,000円。染色用手袋・新
藍 染
13：30〜16：00
聞紙・タオル・エプロン。
10/20㈬ 身近なくらしの 60人。受講は無料。テーマは
法律知識 「相続・贈与について」。
10：00〜12：00
25人。受講料1,000円。材
和紙の魅力を楽し
10/24㈰
料費1,500円。ノリバケ（また
む「一閑張（いっか
10/31㈰
は鉛筆2〜3本）
・でんぷんの
んばり）を作る」
《２
13：30〜16：00
り・2Ｂ鉛筆・ものさし・コンパ
日間受講できる人》
ス・消しゴム・新聞紙。
10/27㈬
やさしい朗読 25人。受講料500円。教材
13：30〜15：00 「二十四の瞳」② 費300円程度。筆記用具。

【申し込み方法】はがき（１枚１講座）に希望講
座名・住所・名前（ふりがな）
・性別・年齢・電
話番号を記入し、講座開始日の７日前まで（必
着）に、ふれあい健康館（〒770−8053 沖浜東
２−16）へ。市ホームページ「電子申請」からも
申し込み可。応募多数の場合は抽選。
【問い合わせ先】ふれあい健康館（☎657−0194）

第２次徳島市環境基本計画（案）
への意見を募集します

とくしま植物園
教室受講生募集

徳島市では、
「徳島市市民参加基本条例」
に市民の皆さんから広く意見を求める「パブ
リックコメント手続き」を設けています。
このたび、
徳島市の環境の保全および創
造に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するための「徳島市環境基本計画」について、
平成23〜32年度を対象とする第２次計画を
策定するにあたり、
皆さんの意見を募集しま
す。なお、
計画案は、
環境保全課（市役所10
階）、
情報公開総合窓口（市役所10階）、
各支
所および市ホームページで閲覧できます。
【募集期間】
９月21日㈫〜10月20日㈬
【提出方法】直接または郵送、
ファクスで環境
保全課（〒770−8571 幸町２−５ ℻ 621
−5210）へ。また、
市ホームページ「電子申
請」からも提出可。
【問い合わせ先】環境保全課（☎621−5213）

【場所】
とくしま植物園
緑の相談所
【対象】市内在住・在勤・
在学の人。
【申し込み方法】
いずれ
もはがきに、
教室名・住
所・参加者全員の名前・
年齢・電話番号を記入
し、
９月25日㈯（必着）
までに、
とくしま植物園
緑の相談所（〒771−
4267 渋野町入道45
−１ ☎636−3131）
へ。市ホームページ「電
子申請」からも申し込
みできます。

◆雑草いけばな教室
講習日 内容
10/10 花野を
㈰ いける

◆ネイチャーゲームin緑化フェア

定員・参加費 講習日 内
容
定員・参加費
20人（抽選） 10/16 秋を感じよう！ネイ 小学生とその保護者30人程度
㈯ チャーゲーム大会 （抽選）、100円（保険料）
500円

※時間は１０
：
００〜１２
：
００

※時間は１３
：00〜１５
：00

◆押し花教室〈秋コース〉
回 講習日
内
容
1 10/19㈫ 秋の草花で押し花づくり
2 11/2㈫ ナチュラルバスケットのアレンジデザイン
3 11/ ９㈫ 押し花額の密閉仕上げと作品観賞

定員・参加費
15人（抽選）
4,000円（３回分・
材料費込み）

※時間はいずれも１０
：
００〜１２
：
００

◆フラワーアレンジメント教室〈秋コース〉
回 講習日
内
容
1 10/20㈬ 秋のリース
2 11/17㈬ ヨーロピアンアレンジメント
3 12/1㈬ ハンギングバスケットのクリスマスアレンジ

定員・参加費
19人（抽選）
6,000円（３回分）

※時間はいずれも１０
：
３０〜１２
：
３０

◆シャドーボックス（立体アート）教室〈秋コース〉
回 講習日
内
容
定員・参加費
1 10/22㈮ 季節のお花のシャドーボックス（立体パーツづくり）
9人（抽選）
2 10/29㈮ 季節のお花のシャドーボックス（額に入れて仕上げ） 2,500円（2回分）
※時間はいずれも１３
：
００〜１５
：
００

徳島市役所（本庁舎）への郵便物は、住所がなくても「〒770‑8571 徳島市役所○○課」で届きます。 電話番号案内および夜間・休日にご用のある人は代表番号（☎621‑5111）へ。

報

第839号

＝ヤギ・ ヒツジのエサやり13：00〜。ヒグマのエサやり
13：00〜。ゾウのエサやり14：00〜。ホッキョクグ マに
▼ ▼ ▼
▼

[問い合わせ先]とくしま動物園（☎636-3215)

※第１回は

15

月

10

日㈰

10

31
10

30

話かファクスでＮＰＯ法人なの
はな徳島︵☎ ６４４ ３５０
８︶へ︒
FAX

㿌

眉山山頂でお月見しよう！

「眉山と月と阿波おどり」
「お月見」と「阿波お
どり」を融合させたイ
ベントを開催します。
[とき] ９月23日㈷
[ところ]眉山山頂広場
[内容] 「お茶会」
（抹
茶 と 和 菓 子、 参 加 費300円、 先 着200人 ）＝
（阿波おどり振興
18：00〜19：30 「花むそう」
協会所属の
「無双連」
が江戸時代の阿波おどりを
再現、無料）＝19：30〜 お月見と眉山からの
夜景＝21：00まで※悪天候の場合は阿波おど
り会館２階で実施（お茶会＝18：00〜、花むそ
う＝19：00〜） 眉山山頂で天体観測「スター
ウオッチング・トップ・オブ・眉山」
（無料）
＝
19：30〜20：30※悪天候の場合は中止
[問 い 合 わ せ 先]徳 島 市 観 光 協 会 （ ☎622−
4010）
、観光課
（☎621−5232）

e-mail：koho̲kocho@city.tokushima.lg.jp

時〜
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﹇問い合わせ先﹈社会教育課
☎︵６２１︶５４１７

℻ 655‑9990

時に市役所で開催します︒
﹇対象﹈中学・高校・大学生 人
﹇申し込み方法﹈ 月 日㈮ま
でに︑名前・年齢・連絡先を電

☎621‑5091

を紹介するパンフレットを作成
しました︵写真︶︒

広報広聴課

徳島市産の野菜
などを使った一品

編集

市内を観光しながらＩＰＰＩ
Ｎ店を巡り︑徳島市産の野菜な
どの料理を楽しむことができる

再生紙を使用しています

中秋の名月にちなんで、日本の伝統文化を楽
しむイベントを次のとおり開催します。
■観月茶会
中秋の名月にあわせた道具立てと趣向による
茶会をお楽しみください。
[とき] ９月19日㈰15：00〜18：00
[実施]茶道裏千家淡交会徳島支部
[茶券]500円
■観月能
徳島城博物館「能入門
講座」の受講生を中心に、
仕舞と謡(うたい)を披露
します。
[と き]9月20日 ㈷12：30
〜16：30（ 9 月18日 ㈯
11：00〜公開リハーサル）
※いずれも入館料
（大人300円、高校・大学生
200円、中学生以下は無料）が必要です。
[問い合わせ先]徳島城博物館（☎656-2525）

メニューを提供す
る店舗などを認定
した﹁とくしまＩ

身近な文化財に親しみ、文化財に対する理解を深め
ていただく
「文化財めぐり〜徳島市の古墳探訪〜」
を開
催します。いにしえの徳
島を訪ねてみませんか。
[とき]10月24日 ㈰ 9：00
〜16：00（小雨決行）
[ところ]宮谷古墳、奥谷
１号墳、矢野古墳、徳島
市立考古資料館
（企画展
「副葬品が語る古墳文化」を見
学）、穴不動古墳(=写真）
、新宮塚古墳、渋野丸山古
墳など
[対象]市内在住、在勤、在学の人 [定員]40人(抽選)
[参加費]2,000円
（バス代、
食事代、
保険料などを含む）
[申し込み方法]往復はがき
（１枚につき２人まで）に
（ふりがな）
、電話番号、返信
郵便番号、住所、名前
あて名を記入の上、10月８日㈮(当日消印有効)まで
に、社会教育課（〒770-8571 幸町２−５ ☎6215419）
へ。徳島市ホームページ
「電子申請」
からも申し
込みできます。

徳島城博物館「観月の夕べ」

内容になっています︒徳島市役
所３階農林水産課や１階総合案
内で配布していますので︑ぜひ

参加者募集 !

ご活用ください︒

文化財めぐり

原市長が委員長を務める「徳島LED
アートフェスティバル実行委員会」が８
月25日、市役所で開かれ、ことし４月に
開かれた同フェスティバルを今後、３年
に１回開催することを決めました。
次の開催は2013年（平成25年）にな
る予定で、「息の長いイベントにするた
め」、来年と再来年にも小規模のプレイ
ベントなど
を行い、機
運を高めて
いくことを
申し合わせ
ました。

「とくしまＩＰＰＩＮ店ガイド」
を作成しました

﹇問い合わせ先﹈農林水産課
☎︵６２１︶５252

「徳島市立図書館移転拡充事業計画の策定の
ための市民会議」の山中英生会長が８月27日、
同会議がまとめた事
業計画を原市長に提
出しました。
計画では、新しい
図書館は徳島駅前の
アミコビルに移転さ
れ、面積は現在の約
３倍に、蔵書数は27万冊から50万冊を目標に
大幅にアップ。一般書と子どもコーナーのほか、
飲食もできるスペースも設けられる予定です。
市長は「交通の便も良くなり、多くの市民に
利用していただけるはず。計画を尊重し、みん
なに愛される図書館にしたい」と応えました。

◆徳島ＬＥＤアートフェスの３年に
１度の開催を決定

㿌 㿌

ＰＰＩＮ店﹂や農
産物の直売所︑市
内の宿泊施設など

◆市立図書館の移転拡充事業計画を提出

㿌
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を募集します︒

で五・七・五」の表彰式を行います。

﹇作品規定﹈絵画・イラスト・
ＣＧ・設計図・模型・粘土工作
など表現方法は自由です︒

園センターで、動物愛護に関する標語および「どうぶつ

10

﹇応募方法﹈住所︑名前︑団体
名︑ 学 年︵ 学 生 の み ︶︑ 電 話 番

動物愛護の標語、五・七・五の表彰式＝14：00〜動物

号︑作品タイトル︑説明文を作
品 に 添 え て︑ 月 日 ㈭︵ 必
着︶までに︑ＮＰＯ法人アクア・

ます。

11

チッタ﹁水辺の夢コンテスト運
営委員会﹂事務局︵〒７７ ０
０８１３ 中常三島町１ ６

ドで、新しく来園したサーバルキャットの命名式を行い

３︶へ︒詳しくは︑徳島市ホー
ムページをご覧ください︒
﹇作品展示﹈応募作品は﹁アク
ア・チッタフェスタ２０１０﹂
︵ 月３日・万代町︶で展示
﹇問い合わせ先﹈アクア・チッ

サーバルキャット命名式＝11：00〜タイガープロムナー

㿌

タ☎︵６５５︶３０６０︑企画
調整課☎︵６２１︶５０８５

ポニー乗馬体験＝13：30〜（抽選）。

◆ ティーンズボランティア講座

動物解説＝ペンギンの解説15：30〜。

障害のある子どもたちと触れ
合い︑一緒にバリアフリーマッ
プを作成しませんか︒市内での
フィールドワーク︵調査場所・日
程 は 参 加 者 で 調 整 ︶を 体 験 し た
後︑ワークショップ形式で﹁ええ
市マップ﹂づくりに挑戦します︒

氷のプレゼント14：30〜。

▽

動物にエサをやってみよう

25

▽

▼

裏側見てみ隊15：00〜。

12

▽

ザ・キーパー10：30〜。寒帯

▽

▼

▼
▼

室がのぞけます。チャレンジ・

参加者を募集しています！

クグマ・ トナカイなどの寝

ド四つ切りまで︒未発表のもの

動物の寝室見学＝ホッキョ

に限る︒応募作品の返却はしま
せん︒

なくなり次第終了）・解答受け付け13：00〜14：00。

◆水辺の夢コンテスト

動物クイズラリー＝参加受け付け9：30〜（問題用紙が

新町川河口域における水辺の
まちづくりをテーマにした作品

（11：00〜12：00/ 13：30〜14：30）

4

徳島市は︑ＮＰＯから市と協働で取り組みたい事業を募集する﹁協
働提案事業支援制度﹂を実施しています︒本年度選考された８事業

動物ふれあい広場＝ヤギ・ ヒツジとの

ふれあい（9：30〜16：00）、モルモットとのふれあい

のうち︑次の３つの事業で参加者を募集しています︒ どの事業もＮ
ＰＯならではの創意工夫あふれる内容です︒ぜひご参加ください︒

[イベント内容]

◆ 歩 こ う！ 写 そ う！
﹁とくしま市 民 遺 産 ﹂

[とき] ９月23日㈷9：30〜16：30（入園は16：00まで）

﹇応募方法﹈応募用紙︵１階総
合案内と９階文化振興課︑阿波

にちなみ、
「動物愛護のつどい」を開催します。

昨年度に決定した﹁とくしま
市民遺産﹂の認知度を高め︑そ

とくしま動物園では、動物愛護週間（９月20日〜26日）

おどり会館などで配布︶に必要
事項を記入し︑応募作品の裏側
に は っ て︑ 月 日 ㈯︵ 必 着 ︶
ま で に︑ と く し ま 観 光 ガ イ ド
ボ ラ ン テ ィ ア 会︵ 〒 ７ ７ ０
０９０８ 眉山町 モラエス館
内︶へ︒
﹇問い合わせ先﹈とくしま観
光ガイドボランティア会☎
︵６２３︶５３４２︑文化振興
課☎︵６２１︶５１７８

動物愛護のつどいを開催

の魅力を広く発信することを目
的に﹁とくしま市民遺産写真コ
ンクール﹂を次のとおり実施し
ます︒後世に残したい市民遺産
の風景や
生活文化
を伝える
写真を募
集します︒
﹇作品規
定﹈プリ
ントに限
る︒サイ
ズは Ａ４
からワイ

9/23㈷

▶とくしま市民遺産の
ひとつ﹁城山﹂

とくしま動物園

平成 22 年 9月15日

協働支援事業が始まりました

広

