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令和2年度事業計画及び収支予算決定 P2
新型コロナウイルス感染症影響による事業者資金繰り支援制度 P3
持続化・ものづくり・IT導入補助金申請について P4
会員事業所紹介コーナー
「小さな店が輝く時」
P7

企 業を育て地 域を伸ばす！
会報「ニュー阿南」は、会員企業および官公庁、全国主要会議所等に郵送しています。会員以外で購読をご希望の方は阿南商工会議所までご連絡ください。

令和２年度

事業計画及び収支予算決定

用事業

⑭阿南市商工業振興センターの活

強化

⑬女性会・青年部活動支援と連携

業継続力強化支援計画﹂の申請

﹁経 営 発 達 支 援 計 画﹂及 び﹁事

３月 日に第５回常議員会を開催した︒議事では新年度の事業計画及
び収支予算について審議が行われ︑承認・可決した︒更に定款及び議員
選挙・選任規則の変更について︑令和２年度一時借入金の最高限度額及
び取引銀行指定について︑会員の入退会の承認について︑社会インフラ
整備促進特別委員会の委員会規約並びに委員構成について審議が行われ︑
何れも可決された︒

主な取組と具体的事業
①防災・社会インフラ整備促進
②部会活動の推進
③委員会活動の推進
④新型コロナウイルスによる影響

⑮会議所運営・活動の活性化及び

⑤事業承継・事業再生支援事業
⑥創業・経営革新支援事業
⑦中小企業・小規模事業者ワンス
トップ総合支援事業
⑧情報化推進支援事業
⑨ＢＣＰ︵事業継続計画︶作成事業
⑩労働対策支援事業
⑪産業廃棄物処理関連法・容器包
装リサイクル法・家電リサイク
ル法の対応事業
⑫観光振興事業
⑬総合的な相談所事業

（41%）

緩和支援

64万円（1%）
5,068万円

組織・財政基盤の強化

（33%）

⑤阿南市中小企業振興基本条例に

①金融相談指導事業

4,077万円

⑯職員の資質向上と事務局体制の
強化

⑧情報化への対応と推進

②経営安定特別相談事業

（14%）

かかる施策提言
⑥地場企業の経営安定と地域産業
の振興事業

⑨労働対策事業

③記帳・税務指導に関する事業

中小企業相談所事業計画

⑩インターンシップ等の推進

④小 規 模 事 業 者 支 援 法 に 基 づ く

1億
2,216万円
（11%）

合計

⑦商工業の活性化と観光及び地域

⑪創業者支援事業の推進

﹁経営発達支援計画﹂申請事業

1,704万円

一般会計
法定台帳特別会計
中小企業相談所特別会計
会員事業所共済制度特別会計
その他（５会計）特別会計

1,303万円

の振興事業

⑫小 規 模 事 業 者 支 援 法 に 基 づ く

令和2年度 各会計別予算概要
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令和２年度労働保険の年度更新手続きは、
月
金

平成31年度分の確定保険料と、令和２年度分の概算保険
料の申告・納付手続きを「労働保険確定・概算保険料申告
書」により7月10日㈮までにお願いします。

6月1日 7月10日

末広町5番8-8号
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生産性革命推進事業の拡充「持続化・ものづくり・IT導入補助金申請について」
（※令和
（※令和２年度補正予算の成立が前提となります）
（※令和
（※
令和２年
年度補正予
正予算
予算の
算の成立
算の成立
成立が前
が前提と
が前
提となり
提と
なります
なり
ります
ます）
）

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者向けに、「生産性
革命推進事業」における各補助事業の補助率又は補助上限を引き上げた「特別枠」を新たに設けます。

ＩＴ導入補助金

新製品・サービス開発や生産プロセ
ス改善等のための設備投資等を支
援。

持続化補助小規模事業者の販路開拓
等のための取組を支援。

ＩＴツール導入による業務効率化等
を支援。５月からベンダー・ツール
登録を開始し、６月から補助事業者
の公募開始予定。

●対象：中小企業・小規模事業者等
●補助上限：原則1,000万円
●補助率：中小1/2、小規模2/3
（特別枠は、一律2/3）

●対象：小規模事業者等
●補助上限： 50万円
（特別枠は、100万円）
●補助率：2/3

●対象：中小企業・小規模事業者等
●補助額：30〜450万円
●補助率：1/2（特別枠は、2/3）

●部品の調達が困難となり、自社で
部品の内製化を図るために設備投
資を行う。
●感染症の影響を受けている取引先
から新たな部品供給要請を受け、
生産ラインを新設・増強する。

●小売店が、インバウンド需要の減 ●在宅勤務制度を新たに導入するた
少を踏まえ、店舗販売の縮小を補
め、テレワークに利用できる業務
うべく、インターネット販売を強化
効率化ツール等を導入する。
する等、
ビジネスモデル転換を図る。
●旅館が、自動受付機を導入し、非
対面型のサービスを提供する。

公募スケジュール
︵２次締切︶

●申請開始：４月20日（月）17時
●申請締切：５月20日（水）17時
※２次締切後も申請受付を継続。
令和２年度内には、
・ 8月（３次）
・11月（４次）
・ 2月（５次）
に締切りを設け、それまでに申請
のあった分を審査し、採択発表を
行います。

●公募中
●２次締切：６月５日（金）
※２次締切後も申請受付を継続。
令和２年度内には、
・10月
（３次）
・ 2月
（４次）
に締切りを設け、それまでに申請
のあった分を審査し、採択発表を
行います。

概

持続化補助金

活用事例

ものづくり・商業・
サービス補助金
要
基本情報
問い合わせ先

ものづくり補助金事務局
日本商工会議所
http://portal.monodukuri-hojo.jp/
https://r1.jizokukahojokin.info/
又はQRコードよりご確認ください。 又はQRコードよりご確認ください。
電話番号：050-8880-4053
電話番号：03-6447-2389
受付時間：10:00〜17:00
受付時間：9:30〜12:00
（土日祝日除く）
13:00〜17:30
（土日祝日除く）

●申請開始：６月頃予定
●申請締切：６月末頃予定
※２次締切後も申請受付を継続。
令和２年度内には、
・９月、12月に締切りを設け、そ
れまでに申請のあった分を審査
し、交付決定を行います。

一般社団法人サービスデザイン推進協議会

https://www.it-hojo.jp/2020emergency/
又はQRコードよりご確認ください。
電話番号：0570-666-424
※IP電話等からの場合 042-303-9749
受付時間：9:30〜17:30
（土日祝日除く）

※制度内容、予定は変更する場合がございます。

阿南飲食店応援
プ
ロ
どうぞ、ご利用ください！！
ジ
ェ
ク
ト
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特集

住
所
代表取締役
業
種
事業内容
従 業 員
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阿南市才見町旭越山25-1
星場 俊之
製造業・建設業
自動省力化機械設計・製作・据付、電気・軽装自動制御・設備工事等
100名

ኋྦऱ
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2020年2月28日（金）、当所会員の（株）岡部機械工業（産業用機械
製造）が「四国で一番大切にしたい会社大賞」最優秀賞に選ばれ表
彰されました。最優秀賞（2賞）の１つ「中小企業基盤整備機構四
国本部長賞」を受賞しました。
この表彰は、四国４県の研究機関や産業支援機関などでつくる四
国地域イノベーション創出協議会（高松市）が、社員や顧客・地域
から必要とされる企業を表彰しており、今年で９回目となります。
同社は、地域の障害者就労施設と連携して障害者雇用を積極的に
取り組み、社員に対しては、年次有給休暇や男性の育児休暇の取得
も促進しており、ユースエール、くるみん認定なども取得していま
す。また、環境団体への寄付や段ボール・木材のリサイクルなど、
環境に配慮した活動にも取り組んでいます。
星場代表取締役は、2011年９月13日に事業承継を受け、独自の
経営理念を掲げ、社長自ら全社員と一対一で面談をするなど、一人
一人の人間性を見極め、採用した社員を家族同然と捉え大切に見守っています。2018年には会社を津乃峰町から才見町旭越山
の高台に移転し、移転にご理解をいただいた地域住民に感謝し、自社施設を地域の避難拠点にし、地域の防災備蓄倉庫の設置
もしています。社内では、レクレーションとして球技大会・バーベキュー等を催し、社員とのコミュニケーションの場を特に
大切にしています。
この受賞は、
（株）岡部機械工業が３つの経営理念のもと、家族・同僚・地域住民への感謝の気持ちを忘れることなく、地域
社会の幸福を実現する行動を継続していることで認められた功績と言えるでしょう。
貴社の今後ますますのご発展をご祈念いたします。

㰨ᨌ㳠マ⢢ᑋၻ
阿南市青色申告会では、青色申告の手続きや青
色決算書作成、所得税や消費税の確定申告など、
相談・指導会を開催しております。また、決算・
申告までの継続的な記帳指導も行っております。
青色申告会に是非ご入会ください。
※会費：年 会 費 4,500円
特別会費 5,500円（決算指導料）

ただいま会員募集中！

富 岡 商 店 街 だ よ り
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᭭ಋ౺ಉథᭈᨌ㑻ᘋಊಮᢹ᥋ᓠᩦ㑻ಛ㛧❡ಋᢃᭈᢃሥಡ಄
ಈಭವᷬ㣱౺ಉ౧ಂತಎథ㰞✚ೌംഊವ‘ጙ␠⢙౺ಉ౧ಂಃ
ಂ౧ద
ఱಋ㢽ಜಬಯథᢹ᥋ᓠᩦ㑻ᐝⷔᐙስጅ⟨န㮾ಎ⧟㫹ವᴊ⒪
౺ಡ౺ಂద
తಡಂ㰨㙶
ᣉᜲ⢟
㮾౮ಬథᘋ᙮

消費税申告・青色申告特別控除65万円・イータッ

⏌ᢃ⸝ᵿಎ

クス対応パソコン用会計ソフト「ブルーリターンA」

㛧❡౸ಯಂಋ

好評発売中！ 29,700円（３年間の保守料込）

౺ಉథ࿓⟨န

■入会のお申し込み、お問合せは阿南市青色申告

㮾ಎ᰼㙍✟౯

会事務局までご連絡ください。

㜶ಬಯಡ౺ಂద

（阿南商工会議所内） ☎0884-22-2301
富岡商店街兼松理事長より、
阿南信用金庫佐竹理事長へ感謝状を手渡す。
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﹁防災と神社仏閣等には
どのような関係があったか﹂
名誉教授

吉野川下流域には﹁高地蔵﹂があり

見かけませんか︒不思議ですね︒

ます︒お地蔵さまが洪水に浸からない

ようにと高くしていったらとても高く

なりました︒また那賀川の堤防へ行く

とたくさんの水神社があります︒とこ

ろで︑那賀川下流の堤防には多くの不

動明王が鎮座していますが︑旧吉野川

前遺跡が安全地帯であったという説明

銀朱を取り出していた場所︑加茂宮ノ

勝

古来︑神社やお寺は周囲を見渡す場

を聞いて疑問に思いました︒昔はなぜ

豊

よって神社が流されたことがあり︑神

所にあるべきという思想から高台に立

安全だったのでしょうか︒その謎を解

城

社をより高い所に移転したことがあっ

地する傾向もあったようです︒また︑

いてくれたのが図２の鎌倉時代の地図

湯

東日本大震災後︑神社の高さや津波
たそうです︒成程︑神社を受難の度に

日本では日ごろからお祭りや年中行事

阿南工業高等専門学校

へ行くとお地蔵さんが多いのです︒こ

碑などが一段と注目されるようになり
高い場所に移せば︑結果として安全な

が行われ︑地域コミュニティーの一角

の最大遡上高さに沿った等高線になっ
武田信玄といえば有名な戦国武将で

として親しみのある身近な存在でし

回号で紹介した江戸時代よりも海が陸

欠けますが︑今よりもはるか︑かつ前

です︒昔のことですから勿論正確さに

側に寄っていることが分かると思いま

た︒規模的にも大人数を収容できるス

す︒つまり海が近いというのは︑それ

す が︑
﹁水 を 治 め る 者 は 国 を 治 め る﹂

活の中では被災者の心の支えにもなる

だけ水面が低かったという事で安全な

ています︒また︑津波碑には﹁〇〇年
者です︒佂無・御勅使川の洪水から領

存在でしょう︒それを考えるなら︑お

ペースがあり︑災害時の不安な避難生

まれています︒つまり︑これらは千年

地を守るための信玄堤や聖牛などの構

場所だったのです︒

という言葉を実践した優れた河川技術

も前の先人からの防災メッセージだっ

祭りをするということは︑避難場所・

何かお気づきになりました

位 置 を プ ロ ッ ト し ま し た︒

に四国

﹂の 写 真
が︑
﹁ Google Earth
ケ所の１〜 番の

次は徳島県の札所です

のでしょうか︒龍の

考えるようになった

龍を水神様の象徴と

す︒そこで︑人間は

が︑龍も天に上りま

ます︒水は蒸発して

行ってみると石垣を積んで

が︑そこで龍の姿を

手と口を清めます

災を眺めてみました︒

今回は今までとは違った視点から防

避難所の確認︑住民との絆を深める目
的もあって︑絶好の防災訓練だったの

造物を含めた治水システムは︑現在で

数年前︑加茂谷の方から興味ある話

完成した際には祭りを企画し︑人が集

中国古典の﹃易経﹄

ではないでしょうか︒

も立派に使われています︒また堤防が

を聞きました︒古老からの言い伝えで

まることによって堤防が締め固められ

か︒高さ情報は入れてあり

字の付く神社やお寺

には龍の話が出てき

ませんが︑なんだか津波や

が 数 多 く あ り ま す︒

です︒

吉野川の洪水から逃れる場

また参拝に行きます

空に昇っていきます

所 に あ る と 思 い ま せ ん か︒

と︑最初に手水舎で

番の井戸寺が危な
そうな場所ですが︑現地へ

17

唯一︑

88

17

かさ上げをしてありまし

鎌倉時代の那賀川下流
『悠久の那賀川：那賀川河川事務所』

図２

はありますが︑かつて那賀川の洪水に

たのです︒

に津波がここまで襲ってきた﹂等と刻

加茂堤防見学の際︑祭祀に必要な水

ました︒これらは災害遺産・防災遺産
位置になっていることが推測されま

の文化の違いって何でしょうか︒

と呼ばれ︑今後の防災に活かそうとす
す︒

た︒

る動きが活発になりました︒例えば︑

水ものがたり
第107章

神社の位置を線で結べば︑過去の津波

218

る効果まで考えていたそう

図１ 札所１〜17番の位置

レジ袋削減に
ご協力ください

ࠫⴼᢱൻ

ʏ˂Ĝʒ
ʏ˂
ʏ
˂Ĝʒ

但し、
前倒しで有料化することを推奨しています。
売値については各事業所様のご判断にお任せいたします。

2020年7月1日スタート

レジ袋有料化お問合せ窓口 ☎0570-000930

6

ᥲԣ;ࡔחᛟਘ;ږɰʊʡᥲԣǔ0Q

ழȯɄ๑Ȧࡩȩ૪

（有）
大津薬局 「相談できるお店」

JR阿南駅前で、ひときわ輝いている大津薬局さんを訪問
しました。
昭和21年、富岡商店街（内町）で薬局店として創業し、
昭和31年には店舗向かい側に化粧品店を開業しました。現
在の駅前店は昭和61年にオープンし、平成22年からは駅前
店を本店として、家族5人で経営に携わり医薬品と化粧品の
販売をしています。
駅前店オープン当時は、ドラッグ
ストアーやネット販売など競合店が
殆どなかった時代でしたが、その後、
価格競争の激化・販売チャンネルの
増加にともない、購買選択肢が増え
続ける時代になってきました。
ネット販売が激化する中で、顕在
ニーズにお応えするだけでなく、お
洗練された店内

౪ਹ৷ऎटऔः

ஆಚరૃ১ৼॿॵॺডشॡ

• વૹੵভ৮ਚदम
ஆಚరૃ১
ৣட১
ાઘૡႭৌੁ
્શೈ઼১
भৼ॑
ਭऐહऐथःऽघ؛

ऒ॒ऩधऌम؞؞؞
ৣடਬभॺছঈঝ

• ઍ؞౪ൌपेॉ
ਁਫਬ৩ভभ
ษઠ॑ງஂखऽघ؛

ાઘभૡႭ౯
ਬभਲ਼તष
भঢ়ଖ

౪ৼษઠमؚવૹੵভ৮ਚط7(/

阿南市富岡町今福寺40-18
0884-23-5536
代表取締役 大津佳広
薬剤師
昭和21年４月
医薬品販売
化粧品販売

ᑧႂḗั॥

॥ᵰදḻ

ᐺ୫ୣந॥
௳ᵰ॥
ଣଖୁ႒

㈲༨ᓦᩌ
॥୲நୣஓட
ஃகୢ

॥සᚓᛆᵻ

॥ᵰද๐ၐᮋᇂ

■住
所
■ 電話番号
■代 表 者
■資
格
■ 創業年月
■ 業務内容
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客様との会話の中から潜在ニーズを引き出し、気付いていな
いことに気付かれ喜んでいただける事が、スタッフ皆様の喜
びにつながっています。
医薬品部門では、薬剤師として処方箋受付はもちろんのこ
と、漢方や健康のカウンセリング等「かかりつけ薬局」とし
て、お客様との信頼関係を深めております。また、化粧品販
売部門では、お肌の性質や年代にそった悩みに寄り添い、お
客様の魅力を引き出すメイクやお手入れ方法のアドバイスを
行い、エステコーナーも好評です。
先代から、地域の皆様の悩みに寄り添い、相談できる「地
域一番店」として、世代をつなぎ地元のお客様との信頼関係
を大切にしているお店です。

化粧品販売スタッフ

医薬品販売の接客をする大津社長

౭ᬫᩦィత㑻್೪

͋ͳΜ έᜩᐒ9RO౯
⦌ኢ౸ಯಡ౺ಂ䈫

ءؠ؍Э

๐ᏹᲡକଝેາ໔ଜྼᐙଙેᵰ
දၞଜ႒ୀలଇହଯેܦତଷସॿ
૰ଘୁ ܧዠ༟෭ୀᛣଅે
୫
டஃகநୀᵒೆଅଔବଇૈ
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阿南市見能林町 ☎ 0884-22-0526
22-0526 http://toriumi-print.com
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海外の労働力により日本人の生活が支えられる範囲が多くなっています。
当協会は市内在住の外国人の生活を支援するために活動しています。
趣旨に賛同して下さる企業・個人をお待ちしています。
□家族会員 1,000円
□個人会費 4,000円
□法人会員（企業）・特別会員（団体）
・賛助会員（個人・団体）は各10,000円
阿南市国際交流協会会長 荒谷みどり
※詳しくは事務局まで御連絡ください。
事務局：片山美幸（☎090-6285-0189）

چࡼޏஒޏၡ
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スウェーデンひつじの詩舎
10：00〜20：00 ●展示数35点

羊毛と綿ジャージで作る、
心に寄り添うお人形。
今回は、
お話の世界を表現した作品展。

Lbnbotbřtvnnfs
６月９日㈫〜６月21日㈰

Kamansa☆

ペイントハウスyuna

矢田 益実
13：00〜15：00

●参加費：2,500円 ●申込締切：5月29日㈮ ●定員：10名 ●持参物：なし
下半分はお好きな飾りをジェルで固め、上半分をアロマキャンドルにします。
片方が固まる待ち時間にもう一つ小さいキャンドルも作ります。

代表／安部耕治 【電気事業】
阿南市富岡町滝の下2-1 ☎0884-22-1221

◆Anto Farm
★おいしく、楽しく食べれる野菜を届けたいと思います。
代表／野村祐佳 【農業】
阿南市福井町長野124番地 ☎090-6288-5540

ȮݡȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă
※尚、上記掲載につきましては、加入の際に掲載承諾を頂いた事業所のみ、ご紹
介しております。当商工会議所では、組織基盤の強化を図るため会員の募集をし
ております。お知り合い、
お取引先などで未加入の事業所・団体がございましたら、
是非この機会にご紹介頂けますようお願い申しあげます。

令和２年度

阿南商工会議所会費納付について

会頭：兼松

会費納入期限は６月１日（月）です。

功

にじいろ広場
●参加費：500円 ●申込締切：6月12日㈮ ●定員：親子３組 ●持参物：なし
自分の気持ちを自分の言葉にして伝えられるようになる。
親子で楽しむコミュニケーションワークショップ基礎編です。

「新型コロナウイルス感染症」の影響により、非常に厳しい
環境下でのご依頼で大変恐縮ではございます。
つきましては、会費の納入に関してご相談がございましたら、
ご連絡ください。
阿南商工会議所 ☎22-2301

2020年4月10日
（金）

『コロナ災禍、いま経営者がいちばん
大切にすべきこと』
【笹井清範氏プロフィール】
1991年小売り流通業専門出版社
（株）
「商業界」に入社され、2007年より編
集長として、中小独立店から大手チェーンストア、小売業、飲食業、サービス業、
卸売業と幅広く、これまで向き合った4000人超の商人から学んだ「選ばれ
続ける店のあり方とやり方」を、講演や執筆・出版を通じて紹介されています。

﹁ニュー阿南﹂を
ご愛読いただいている
会員の皆様へ

笹井清範の商人応援ブログ「本日開店」

ᏸᬹឞ

☎0884-24-3141

★口座振替の方は、指定金融口座からに貴社指定の口座から引落
としさせていただきます。
★銀行振込の方は、当所指定口座へお振込いただくか、阿南商工
会議所窓口までご持参ください。

会員の皆様には会報﹁ニュー阿
南﹂をお読みくださいまして︑心
よりお礼申しあげます︒会報編集
に携わらせていただき︑はや３年
目を迎えます︒
今 年 度 初 め て の 会 報 の 記 事 は︑
新型コロナウイルス感染症の影響
により商工会議所で開催されるは
ずの多くのセミナー・行事が延期
と中止で掲載できなくなり︑私た
ちは会員の皆様に︑今︑何を伝え
るべきか考えさせられました︒
商 売 を し て 一 番 幸 せ な こ と は︑
お客様に﹁ありがとう﹂と感謝さ
れる商いであったはずなのに︑今︑
非接種を優先し︑目の前からお客
様が消えていく状況にあります︒
２０１７年﹁サチ化粧品店﹂
︵富
岡町︶が﹁まちゼミ﹂の記事に取
り上げられ︑小売流通業専門出版
社︵株︶商業界︵東京︶の記者にお
世話になり︑元編集長 笹井清範
氏 と 知 り 合 う 機 会 が で き ま し た︒
笹井清範氏の商人応援ブログ﹃本
日開店﹄の中で︑題﹃コロナ災禍︑
いま経営者がいちばん大切にすべ
き こ と﹄は 経 営 者 に 向 け て︑今︑
必要不可欠な事を書かれています︒
毎日︑商人応援のため日々の取材
で学ばれたことを発信されていま
すので︑ぜひ読んでいただきたく
ご紹介させていただきます︒
いつか新しい未来が開けると信
じ︑この苦境を乗り越え︑新たな
阿南市の活性化に期待しましょ
う︒
︵Ｃ・Ｎ︶

tel.0884-22-2301 fax.0884-23-5717
価格：一部100円（会員の購読料は会費に含む）

阿南市見能林志んじゃく

〒774-0030 徳島県阿南市富岡町今福寺34-4

13：00〜、13：30〜、
14：00〜

阿南光のまちステーションプラザ

代表／橋本加代子 【カイロプラクター】
阿南市才見町三本松2番地１ ☎090-5278-9359

ળຬߩ
⊝᭽߳

13：00〜15：00

ĶఋɁ๙ȢɥĂɖȩĆɩȹȱɈɈ૩Ȼķ

お問合せ・お申込み

★骨盤と背骨の歪みを取り健康と美のお手伝い致します。

スウェーデンひつじの詩舎

●参加費：1,000円 ●申込締切：6月4日㈭ ●定員：６名
●持参物：タオル２枚
羊毛でポットマットorコースターを作ります。
虹染めの美しさを楽しみながら、
石鹸水でのフェルト作りをします。

６月13日㈯

◆カイロプラクティック 癒

★良質な電気を安価かつ安定的にお届けします。

13：00〜15：00

ʕɼ'ʐɿ˃ǎʅʻˋʡ˃ɬɤɘȱɡȠ

６月６日㈯

★阿南駅近くの好立地、
周辺には地元の飲食店が多数！

◆四国電力送配電株式会社 徳島支社 阿南事業所

スウェーデンひつじの詩舎

●参加費：2,500円 ●申込締切：5月29日㈮ ●定員：６名
●持参物：あれば裁縫道具
指を入れて歩かせます。大きさ16センチ。子供や赤ちゃんと楽しく遊べます。

ϰ ᰱ ˰ᷣ̇ᷣ

発行者：阿南商工会議所

令和２年５月13日発行（奇数月発行） http://www.anancci.or.jp E-mail anancci@anancci.or.jp 印刷：鳥海印刷㈲

10：00〜20：00 ●展示数50点

ಹɛʭɿ˃ʠʶʛʠɤ

☎080-8115-4346

◆スーパーホテル阿南・市役所前

ペイント歴は長短はそれぞれですが四季折々の作品を展示しています。

５月31日㈰

◆旬の手料理とお酒 和み

代表／吉田裕記 【ホテル・宿泊業】
阿南市富岡町トノ町51-9 ☎0884-28-9002

ʠĜ˃ʲɼˋʠʈ˃Ĝʯ࿚๐

５月30日㈯

代表／島野恭行 【飲食業】
阿南市富岡町南向26-1 ☎0884-24-8424

代表／玉城ひろみ 【飲食業】
阿南市下大野町渡り上り473-3

やわらかなパステルの世界をお楽しみください。

ɀȩɀȩఱवɤ

◆ZERO

★1日の疲れを和みでホッと一息つきませんか？

10：00〜20：00 ●展示数40点

６月23日㈫〜７月11日㈯

【R２.３/15〜４/15】

★歌えて飲める。低料金で楽しめます。

ɾʁ˃ʡ˃ʭఱव๐ᮻޤႨɈෂȥɣᮻ
５月26日㈫〜６月７日㈰

ఛࡤۙޏȯɭȮގ
Ȯ

表紙（イラスト・文）
羽尻利門（はじりとしかど）プロフィール
絵本作家 阿南市見能林町在住。
1980年兵庫県に生まれ、２歳より京都で育つ。主な作品に、
『夏がきた』
（あすな
ろ書房）『ごめんなさい』
（作・サトシン ポプラ社）
『花まつりにいきたい』
、
（作・
あまんきみこ 本願寺出版社）
『
、やめろ、スカタン！』
（作・くすのきしげのり 小
学館）
『
、あいつとぼく』
（作・辻村ノリアキ ＰＨＰ研究所）
など多数。日本児童出
版美術家連盟会員。ホームページ http://hajiritoshikado.com
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