情報瓦ばん

静電気に注意しましょう
空気が乾燥し、湿度が下がってくると静

電気が起こりやすくなります。静電気が放

電するときに発生する火花が火種となって

世界と恋するおしごと

白球は死なず

カメくんとイモリくん

青春小説篇

小雨ぼっこ

山本 敏晴／編著
（小学館）

大鐘 稔彦／著
（アートヴィレッジ）

いけだ けい／作
（偕成社）

世界の笑顔と出会える仕
事があります。
国際協力のト
ビラを開けてみませんか？
国連ユニセフなどの国家公
務員から、
ＪＩＣＡ職員、
青年
海外協力隊、
国連ボランティ
ア、
ＮＧＯなど、一般企業や
主婦（主夫）にもできる国際
協 力があります。世 界 の 中
で、
世界のために働く日本人
の物語。

2010年には映画化、
2019年にはテレビドラマ
化された「孤高のメス」等、
もっぱら長篇小説を手掛け
てきた著者（阿那賀診療所
長）
が、淡路島で唯一の文芸
同人誌「淡路島文学」に数年
にわたり発表してきた中短
篇集。
著者自身の体験に基づ
いた
「青春の彷徨」
のほか、
３
作が収められている。

カメくんとイモリくんは
「さ
わ」
に住む仲良しのお隣さん
でした。
でも、
ある日、
突然の
大雨でイモリくんの家はまる
ごと流され、
流れついた遠く
の池に引っ越してしまいまし
た。
そんなイモリくんが、
１年
たって、
カメくんに会いにき
て…。
思いもかけないできご
との後のうれしい再会。
仲良
し２人の友情のお話。

国際協力のトビラ

きっとどこかに
リチャード・ジョーンズ／作
（フレーベル館）

毎週月曜日、
31 日（水）月末整理日

な子犬には、
帰る場所があり
ません。ある日、子犬は町に
迷い込み…。
「きっとどこかに
ある」
と信じて自分の居場所
を探します。風が吹いても、
雨がふっても、
あきらめずに
進みます。
進み続ければ、
きっ
と誰かが見ていてくれる。世
界10カ国で出版されている
イギリスで話題の絵本。

今月のおすすめ本

南あわじ市図書館
ホームページ
二次元コード

問市立図書館☎53-0234
開館時間／9：30～19：00
ただし、
日曜日・祝日は、
17：00まで

※広田・湊地区公民館図書室は土曜日も17時まで

さ ん さ ん ニ ュ ー ス

３月１日（月）
ようふくじ

・栄福寺 蜂須賀桜の植樹
３月15日（月）
・淡路吹奏楽団 定期演奏会

毎週月曜日 8：00 更新
■放送 ８：00 ～、13：00 ～、20：00 ～
３月１日（月） ～３月７日（日）
・中小企業・小規模事業者向け

新型コロナ対策応援セミナー

３月８日（月） ～３月14日（日）
・南あわじ市地域おこし協力隊・地域再生協働

問広報情報課映像制作係
☎43-2345
『詳しく番組内容を知り
たい！』
そんな時は・
・
・
EPG（電子番組表）
テレビリモコンの『番
組表』
を押すと、
１週間分
の番組内容が表示され
ます。
また、
録画機で簡単
予約も可能！

３月29日（月） ～４月４日（日）

・西淡中学校 卒業証書授与式

・西淡中学校 卒業証書授与式

ポイントが付与されます。

バーカードを取得した上で申込みすると、キャッシュレ

ガソリン等を取り扱う場合には注意を

ス決済サービスを使ってチャージや買い物をしたときに、

・引火点は－ 40℃程度と低く、静電気等の
小さな火花でも引火する危険がある。
・容器を激しく揺らす等、流動の際に発生し
た静電気が蓄積されやすい。

円分）が付与されます。

静電気を防止する方法
・アース（帯電防止シート）等を使用する。
・帯電しにくい素材の着衣を着用する。
・市販されている静電気除去グッズ等で帯電
防止を行う。
・水をまく等、湿度を高くする。

音楽によるまちづくり委員会
委員の募集
音楽によるまちづくり実行委員会では実行委

その金額の 25％分のポイント（一人当たり最大 5,000

マイナポイントの申込みをお手伝いしています
開設時間
開設場所

平日の午前９時～午後５時

市役所本館１階 特設ブース

申込みに必要なもの

❶マイナンバーカード❷マイナンバーカードに設定し
た４桁の暗証番号❸ポイント付与の対象となる決済

サービスの「決済サービス ID」「セキュリティコード」
がわかるもの（決済サービスのカードやアプリ）

問ふるさと創生課☎ 43-5205（マイナポイントについて）
総合窓口センター☎ 43-5212
（カード申請・交付について）

ーズ
シリ

ら企画をいただき、地域の歴史文化遺産を

流を図ることを目的に、音楽関連事業の企画・

保施設で「淡路人形浄瑠璃体験教室」を初

化や人間性あふれる教育の創造、人と人との交

身近に感じていただく活動として、市内幼

実践をします。詳しくはお問合せください。

めて開催しました。

募集人数 若干名

募集締切 ３月 26 日（金）

または郵送（ＦＡＸ可）。申込フォー
ム（二次元コード）からも申込可

問社会教育課☎ 43-5232

180

歴史を活かしたまちづくり実行委員会か

員を募集しています。音楽を通じて、豊かな文

連絡先、志望動機を記入し、持参
※市のホームページでも
番組表を確認いただけま
す

シュレス決済サ―ビスをご利用いただくことで、マイナ

シュレス決済を連動させたポイント制度です。マイナン

Ａ ４ サ イ ズ の 用 紙 に 氏 名、 住 所、

・令和３年度 南あわじ市施政方針

た人は、９月末までにマイナポイントを申込み、キャッ

「マイナポイント」とは、マイナンバーカードとキャッ

応募方法

３月22日（月） ～３月28日（日）

た。３月末までにマイナンバーカードの交付申請を行っ

◆マイナポイントとは

問淡路広域消防事務組合消防本部☎ 24-0119

員 活動報告会

３月19日（金）

放電現象

マイナポイントの申込期間が９月末まで延長されまし

太夫、
三味線、
人形をそれぞれ分かりやす
く説明し、実際に太夫の衣装を着たり、人形
を遣う体験等
もあり、子ども
たちはとても
興 味 をもって
いました。

問淡路人形座☎ ・０２６０

月曜日～金曜日 7：30 更新
■放送 7：30 ～、12：30 ～、16：30 ～、
19：30 ～、22：30 ～

撮 っ て お き ☆

帯電（静電気発生）

◆マイナンバーカードの申請はお早めに！

52

『地域に愛される淡路人形
浄瑠璃をめざして』

さんさんネット
コミュニティチャンネル
３月番組の見どころ

策に十分注意してください。

ひとりぼっちのかわいそう

みんなの図書館
３月の休館日

火災が発生する場合があります。静電気対

マイナポイントの申込期間が
延長されました

※放送内容を変更する場合があります。予めご了承ください
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