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※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

　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！

『詳しく番組内容を知り
たい！』そんな時は・・・

※市のホームページでも
番組表を確認いただけま
す

EPG（電子番組表）

問広報情報課映像制作係
☎43-2345さんさんネット

コミュニティチャンネル
７月番組の見どころ

毎週月曜日
30 日 ( 金 ) 月末整理日

７月の休館日
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

みんなの図書館
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

　暑い夏でもすずしい土の
中で、ぶんぶんちゃんはうま
れました。脱皮して、さなぎ
になって…姿が変わってい
きます。ようやく成虫になり
土の外に出たけど、飛ぶのが
ちょっと苦手で、木のしるが
大好き！やがてオスのつのつ
のとなかよくなったぶんぶん
ちゃんは、どんな卵をうむの
かな？

　なぜ人生はこんなにも生
きづらいのか。ネグレクト、
幼児虐待、アルコール依存、
薬物依存、自殺未遂…。現代
に通じる社会問題が描かれ、
現代の生きづらさに通じる。
夏目漱石の「こころ」と累計
発行部数１位を争う自伝的小
説。2010年、2019年に映
画化もされた、太宰治の「人
間失格」を漫画化。

給料BANK／著
（宝島社）

　小～中学校の教科書に出
てくる生物を中心に、“似て
いるけれどちがう”生きもの
100種類以上を掲載。「ここ
がちがう」だけじゃない、「な
ぜちがう？」「どうしてそう
なった？」まで、生きものたち
の進化、暮らし、行動、生き残
るための工夫を、イラストを
見ながら楽しく学ぶことがで
きる。

ねもと　まゆみ／作
（童心社）

　累計43万部超のベスト
セラー「日本の給料＆職業
図鑑」が職業情報をさらにパ
ワーアップさせました。気に
なる職業の概要やなり方な
どをわかりやすく解説。具体
的な仕事内容や平均給与の
ほか、その職業の「将来性」に
も注目しています。子供から
大人まで楽しめる職業図鑑
です。

太宰　治／原作
（文響社）

宇津木　聡史／文
（文一総合出版 )

似ているけれど
ちがう生きもの図鑑漫画　人間失格 日本の給料＆職業図鑑

Special
かぶとむしの

ぶんぶんちゃんうまれたよ！

撮 っ て お き ☆

７月26日（月） ～８月１日（日）

・淡路三原高校吹奏楽部 定期演奏会

毎週月曜日　８：00 更新
■時間　８：00 ～、13：00 ～、20：00 ～

さ ん さ ん ニュー ス

７月 ７日（水）

・ゆめるんセンター～たなばた会～

７月 ９日（金）

・社会を明るくする運動　啓発月間です

７月16日（金）
・松帆銅鐸市民講座～兵庫の銅鐸～が開催
　されました

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

　いざというときのために防災袋に入れる持出用
と、長期避難生活に対応するための家庭の備蓄を
用意しましょう。
◆防災袋に入れる持出用
現金、通帳、薬、衣類、毛布、タオル、食料、筆記具、
モバイルバッテリー、懐中電灯、ラジオ、洗面用具、
手袋、雨具、マスク、消毒液、スリッパなど
◆家庭の備蓄
飲料水（１人１日３㍑）と食料・お菓子を３日分
以上、救急箱、卓上コンロ・ボンベなど
※詳しくは市ホームページをご覧ください
問危機管理課☎ 43-5203

　島外から市内へ移住する意思のある若者世帯
または子育て世帯に対して、民間賃貸住宅への
居住に係る初期費用または移住に係る費用の一
部を補助します。また、定住後経過年数に応じ
て奨励金を交付します。
◆補助金（上限）および奨励金額
　おためし移住者：最大 30万円
　　❶初期費用 20万円　❷引越費用５万円
　　❸１カ月分のレンタカー費用５万円
　移住者：最大 50万円
　　❶初期費用 20万円　❷引越費用５万円
　　❸移住奨励金
　　　・移住後１年経過時５万円
　　　・移住後２年経過時 20万円
◆交付要件
　・申請日において世帯全員が 40歳未満もしく
　　は中学校卒業前の人がいる世帯
　・申請者が学生でないこと
　・市税を滞納していないこと
　・家賃月額６万円以上の住宅であること
　※詳しい要件等についてはお問合せください
問ふるさと創生課☎ 43-5205

　フードドライブとは、ご家庭であまっている食品を持ち寄り、
生活に困っている人や福祉施設などに寄付をする活動です。

寄付受付日時
　　　７月 12日（月）午前 10時～午後３時
　　　（当日お持ちできない人は、16日まで受付可）
場所　市役所本館１階ロビー
主催　南あわじ市消費者協会
共催　南あわじ市、南あわじ市社会福祉協議会、
　　　フードバンク淡路島

　食材提供についてお聞きしたい人は、南あわじ市社会福祉
協議会（☎ 44-3007）へご連絡ください。
問市民協働課☎ 43-5244

寄付された食品を困っている人へ届ける
『フードドライブ』にご協力ください

　南あわじ市消防団幹部ＯＢで
構成されるまとい会から市消防
団へ「特別表彰まとい」を飾る
ショーケースが寄贈されまし
た。市役所本館１階ロビーに飾
られています。
問危機管理課☎ 43-5203

まといショーケースが寄贈されました

移住支援補助金・奨励金制度

 〇寄付いただきたい食品
・お米
・パスタ、素麺などの乾麺
・生野菜（傷みのないも
の）

・缶詰、インスタント食
品、レトルト食品

・調味料（醤油、食用油
など）

 ×寄付いただけない食品
・賞味期限が明記されて
いない食品

・賞味期限が８月 31 日
より以前の食品

・開封されているもの
・生鮮（生肉・魚介類）、
冷凍食品

・アルコール

災害に備え、家庭の備蓄を点検しましょう

　　　

　500年の歴史と伝統を有する「淡路人形浄瑠
璃」と徳島を代表する夏の一大祭典である伝統
芸能「阿波おどり」が初競演！
　有名連に所属する踊り手と鳴り物の名手が集
まる「藍吹雪（あいふぶき）」と「淡路人形座」が、
淡路島の夏を熱くします。
開催日　７月17日（土）、18日（日）
場　所　文化体育館
チケット　大人2,500円
（高校生以上）、子ども
500円（中学生以下）
※詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください
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フードドライブ

困窮世帯
ひとり親世帯
児童養護施設
など

ご家庭
職場
企業

第103回市議会定例会一般質問
■放送日　７月５日（月）～９日（金）
 （再放送）　７月 10 日（土）・11 日（日）
■時　間　午前８時～、午後８時～
　※ 10 日（土）のみ午後１時にも放送します

「写真工房 ～フォトリエ～」写真募集！
　日常生活で撮影した自慢の１枚を、さんさんネッ
トコミュニティチャンネルで放送してみませんか？

８月のテーマは・・・「夏」
応募方法は「フォトリエ」で検索！

申込締切は８月９日（月）




