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市民相談室

開会式の入場行進で
使う選抜旗

まち全体で応援しよう

明商、いざ甲子園へ
明石商業高等学校が出場する、

第88回選抜高等学校野球大会の

開幕（３月20日）まであとわずか。
明石商業高校の卒業生・中野真里
さんが応援ポスターをデザイン

初戦の相手も決まり、試合が近
づくにつれ市内の応援ムードは

ますます高まっています。万全

の態勢でいざ甲子園へ、頑張れ
明商！

なかの ま り

明石商業高校、明石城西高校、魚住東中学校
による応援ブラスバンドの合同練習。
チアリーダーや野球部員も参加し音や動きを
合わせた (３月６日 )
泉市長が野球部を激励(２月19日)

市内のあちらこちらに、明商を応援する
横断幕や懸垂幕が掲げられています

ふるさと納税で明商を応援しよう！
お問い合わせ／財政課（t 918-5011）
明石商業高校の選抜大会出場に際し、応援にかかる支援や
スポーツ環境の整備に活用するため、市ふるさと納税「明石
商業高校応援プロジェクト」として寄附金を募集します。

明石商業高校のグラウンドで生徒や教職員など
約620人が参加し、応援の人文字を作成(３月１日)

市の人口と世帯数

平成28年
（2016年）
3月1日現在
※
（）
内は前月比
※平成27年国勢調査速報値
人口による推計

人口

合計人口／293,489人
（＋15人）
男性／141,738人（＋35人） 女性／151,751人（－20人）

世帯 世帯総数／122,042世帯
（＋53世帯）

市域
49.42km2

申し込み／①申込書＝「明石市ふるさと納税申込書」に必要事項を
記入し、郵送、メール、ファクシミリで財政課 (〒673-8686
市役所本庁舎５階 f 918-5125 m zaisei@city.akashi.lg.jp)
へ。申し込み後に送付する納付書を利用し、所定の金融機関で入
金を。そのほか、申込書を同封し現金書留で郵送または持参でも
受け付け。 ※申込書は同課、明石商業高校で配布するほか市ホー
ムページからもダウンロード可。
②インターネット＝「ふるさとチョイス 兵庫県明石市ふるさと納
税 申 込 み フ ォ ー ム (http://www.furusato-tax.jp/japan/tax_
form/28203)」から申し込みを。クレジット決済も可
募集期間／３月31日
（木）
まで

4 スマートフォン向け「あかし子育て応援アプリ」を公開!
5 市役所窓口 日曜日臨時開庁
6 7 情報アラカルト・保健メモ、移動図書館ひまわり号
8 天文科学館だより
ほか
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プロ野球の春

最前列右から４
人目に長嶋選手、最
後列に当時投手だっ
たジャイアント馬場
さんが写ってい
ます

つて、プロ野球のチームが明石でキャン

か プを行っていた時代がありました。昭和

15年 に 巨 人 が 初 め て 明 石 で 春 季 キ ャ ン プ を

行 っ て 以 来、昭 和34年 ま で 計12回、そ の 後、
大洋（現 DeNA）や中日も明石を訪れています。
巨人が昭和26年から３年連続日本一を達成
した「第２期黄金時代」によって、
“明石でキャ
中日のキャンプ

ンプをすれば
勝 て る”と い
うジンクスも

さんも
長嶋茂雄
ていた
明石に来

かつてはプロ野球のチームが

昭和33年に巨人に入団した「ミスター
ながしま しげお
プロ野球」長嶋茂雄さんがプロ生活をス
タートさせたのが明石でのキャンプ。入団
翌年からは宮崎でのキャンプがメインにな
り、同年の２次キャンプを最後に巨人の明
石キャンプは行われなくなりましたが、長
嶋さんのプロ発祥の地＝明石は今も強く市
民の印象に残っています。

る
のあ 場
縁
と
馬
明石 アント
イ
も
ジャ んの碑
さ

今もオ
りが
が
な
つ
の
と
プロ野球
楽 天 ヤクルト
（３月８日 明石トーカロ球場）
｜

25

昭和24年には、明石で初のプロ野球公式
戦（南海対大陽）が行われました。現在は、
みきたに

回の死闘
甲子園での延長
がれる
今も語り継

で
戦
ン
ープ

巨人紅白戦後
の観客
（昭和33年）

ひろし

三木谷浩史さん（楽天株式会社代表取締役会
長兼社長）が明石出身ということもあり、楽
天のオープン戦が春に開催されるなど、プロ

と

明石城を背景に記念撮影の巨人
（昭和30年代）

生まれました。

明石公園での試合
（大洋キャンプ・昭和35年）

1234

野球と明石の交流は続いています。

場した明石中学（現明石高校）
明石は昔から野球と縁が深い

なつながりや歴史などを紹介

Ｂ

Ｓ

２ｍ９cm の詩碑（明石公園の慰霊碑）
ば ば しょうへい

巨人の投手だった馬場正平さん（後の
プロレスラー・ジャイアント馬場）が夫
人と初めて出会ったのも明石での春季
キャンプのことでした。その縁もあり、
兵庫県南部地震で明石が被害を受けた
際、プロレスの興行で募った募金を明石
ロータリークラブに寄附し、明石公園に
慰霊碑が建立されました。碑は馬場さん
の身長と同じ２ｍ９cm で「寄贈 全日本
プロレスリング」の名が刻まれています。

昭 大会（現全国高等学校野球選手権大会）の準決勝で、
和８年に行われた第19回夏の全国中等学校優勝野球

明石中学校（現県立明石高校）は愛知の中京商業学校（現
中京大学附属中京高校）と対戦。試合は０対０のまま互
いに譲らず、延長25回（４時間55分）にまで及びました。
０対１で惜しくも敗れましたが、春・夏通じ、大会史上
最長記録の名勝負は今も語り継がれています。
※延長25回での決着は、昭和33年の第40回大会から「延長18回引き分け
再試合」
（現在は15回）のルールが制定されたため、
不滅の記録になっている。
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甲子
園
球
場
と
並
ぶ歴
史
あ
る
球
場
は
「軟式野球の聖地」

A

456789 計

と

キャンプで訪れ、甲子園に出

が球史に残る試合を行うなど、

明 球場（明石トーカロ球場）は、東京の神宮球場をモ
石駅の北側、県立明石公園内にある明石公園第一野

まちです。明石と野球の意外

デルに昭和６年に開場。大正13年開場の阪神甲子園球場

します。

（西宮市）にも引けを取らない歴史があります。

Ｏ

開場以来、全国高等学校野球選手権兵庫大会の予選が
行われているほか、昭和56年からは、もうひとつの甲子
園と言われる全国高等学校軟式野球選手権大会の本大会

軟式大会優勝校の都
道府県の木が並ぶ「球
児の森」
。木々は、球場
から陸上競技場（アサ
ダスタジアム）の円周
に沿って北に延びてい
ます。全優勝校が揃っ
ているわけではありま
せんが、一度歴史を辿
りに出かけてみては？

軟式球児の
栄光を伝える
「球児の森」

が行われ「軟式野球の聖地」としても親しまれています。
平成26年に開催され
た第59回全国高等学校
軟式野球選手権大会の
準 決 勝 で は、岐 阜・中
京高校と広島・崇徳高
校が対戦。４日間に及
んだ延長50回の死闘は
記憶にも新しいところ
です。

植樹された木と記念碑

明石市内では、現在、企業やクラブ、少
年野球など、たくさんのチームが盛んに活
動しています。昨年末、オリックスからヤ
さかぐち ともたか

クルトに移籍した坂口智隆選手や、元阪神・
ふじもと あつし

現阪神２軍守備走塁コーチの藤本敦士さん
など明石出身のプロ野球選手も出ています。
今後また、明石から未来の甲子園球児や、
プロ野球選手が生まれるかもしれません。

プロの技を学ぶ
楽天野球教室

明石勢の
甲子園出場は？

朝日新聞

激戦を伝えるホワイトボードは、野球殿堂博物館
（東京都文京区）に展示されている

甲子園、
明石から
球へ
プロ野

16回までしか
ないスコアボード
は、スタッフの手
作りで継ぎ足さ
れていた

試合を伝える

記憶に
延長5 新しい
0回の
死闘

３ 月 ５ 日、明 石
公園第２球場でプ
ロ野球楽天の野球
教室が開催されま
した。参加した市
内の少年野球チー
ムの６年生約60人
が、プロのコーチ
から熱心な指導を
受けました。

これまで県立明石高校（明石中学時
代を含む）が春夏合わせ14回、県立
明石南高校が夏１回出場しています。
そして、今年、明石商業高校が明石勢
としては29年ぶり、市立高校として
は初めて甲子園へ出場。明石の野球史
にまた新たなページが刻まれます。
03

バッティングや守備の基本動作を
改めて教えてもらいました。中学
校でも野球を続け、将来はプロ野
球の選手になりたいです。
いまおかたいが

ブレーブス高丘 今岡泰楽くん
（写真・打者）
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子育て情報を 手軽に ！ 便利に ！ わかりやすく ！

お 知 ら せ

お問い合わせ／子育て支援課
（t 918-5597

f 918-5617）

スマートフォン向け「あかし子育て応援アプリ」を公開 ！
いつでも、どこでも、手軽に子育て情報を得ら
れるスマートフォン向け「あかし子育て応援アプ
リ」を公開しました。
市からの子育て情報や親子向けのイベント情報
等の提供、子育て関連施設マップ、子どもの成長
記録を登録できる子育て日記などの機能を備えて
いるほか、利用者の登録情報に基づき、子どもの
成長に応じてピンポイントの情報をお届けするお
知らせ配信機能もあります。ぜひ、
ご利用ください。

子育てに役立つ機能がいっぱい！
乳幼児健診や予防接種のお知らせ配信
子育て支援情報
親子向けの講座などのイベント情報
施設マップ
子育て日記

対応ＯＳ／ｉＯＳ
（バージョン 7.0 以降）、
Ａｎｄｒｏ
ｉ
ｄ
（バージョン 4.3 以降）
ダウンロード方法／ｉＯＳの場合はＡｐｐＳｔｏｒｅ、
Ａｎｄｒｏ
ｉ
ｄの場合はＧｏｏｇ
ｌ
ｅＰ
ｌ
ａｙで、「明
石市 子育て」などで検索してください。または、右記のＱＲコードからダウンロー
ド画面にアクセスしてください。

敬老優待乗車券・障害者優待乗車券を郵送

登録無料
データ通信料は
利用者負担となります

など

アンドロイド用

3月下旬

対象者には、3月下旬に敬老優待乗車券、障害者優待乗車券を郵送します
（配達日は
地域によって異なります）
。平成28年度から新たに制度の対象となる人など、申請が必
要な人には2月中旬に申請書を郵送しています。まだ申請をしていない人は、至急手続
きをしてください。なお、平成27年度に交付を受けた人は申請書の提出は不要です。
▶障害者優待乗車券
▶敬老優待乗車券
対象者／市内在住で障害者手帳を持つ人 ※療
対象者／本年1月1日から引き続き市内在住で、昭
育手帳の次回判定年月または精神障害者保健福祉
和21年4月1日以前に生まれた人
（年度途中に70
手帳の有効期限が過ぎて更新手続きをしていない
歳になる人は対象外）
人は、交付対象にはなりませんので、至急更新の手
内容／バス共通寿優待乗車証（市内運行区間の
続きをしてください。
神姫バス・山陽バスは1乗車110円、たこバス・た
内容／①バス共通優待乗車証（介護付） ②福祉
こバスミニは50円で現金のみ利用可。回数券な
タクシー利用券 ③単独バス共通特別乗車証
（本
どとの併用は不可）
と寿タクシー利用券
（2100円
人のみ）
から1つ選択 ※①または③を選択した人
相当。明石地区タクシー協会加盟会社のタクシー
に限り、市内のみ利用可）
をセットで送付します。 で、本年1月1日から引き続き市内在住で、昭和21
年4月1日以前に生まれた人には、寿タクシー利用券
※市の他の優待乗車制度
（障害者優待乗車券、高
もセットで交付します。
齢者外出支援タクシー利用券）
との重複交付はでき （2100円相当）
お問い合わせ／障害福祉課（t 918-1344
ません。
f 918-5244）
お問い合わせ／高年介護室（t 918-5166
f 918-5133）

高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）
の申請書を送付します

−３月31日から

高齢者向け給付金
（年金生活者等支援臨時福祉
給付金）
は、賃金引上げの恩恵がおよびにくい所得
の少ない高齢者を支援するために国が実施するも
のです。申請書受け付けなどの手続きは市が行い
ます。
高齢者向け給付金の支給対象になる可能性のあ
る人に、3月31日以降に申請書を送付します。必要
事項を記入、必要書類を添付し、同封の返送用封筒
（切手不要）
で、返送してください。
対象／平成27年度臨時福祉給付金の対象となる
人
（※右記）
で、平成28年度中に65歳以上になる人
（昭和27年4月1日以前の生まれの人）
給付金額／1人につき3万円
（１回限り）

受付期間／平成28年3月31日～平成28年8月1日
お問い合わせ／明石市給付金コールセンター
（保
健センター５階） t０５７０-６６６７２３
（市内通話料
金がかかります。支給の可否や課税状態について
は守秘義務のためお答えできません。受付時間
平日午前９時～午後５時3０分 f９１８-３３８８）
▶窓口は午後が比較的空いています。
※基準日
（平成27年1月1日）
において、住民基本
台帳に記録されており、平成27年度市民税
（均等
割）
が課税されていない人のうち、平成27年度市
民税
（均等割）
が課税されている人の扶養親族等と
生活保護制度内で対応される被保護者等を除いた
人。

臨時給付金に関する
“振り込め詐欺”にご注意を

▶市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニな
どの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、臨
時福祉給付金を支給するために、手数料などの振
り込みを求めることは絶対にありません。

▶ご自宅や職場などに、市や厚生労働省の職員
などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届
いたら、最寄りの警察署または警察相談専用電話
(♯9110)にご連絡ください。
04

３月15日に公開の
「あかし子育て応援アプリ」

i OS 用

委員募集
あかし女性の活躍推進会議

女性の活躍の一層の推進に向けて、幅広く意見
を得るため市民委員を募集します。
対象／市内在住で平日昼間の会議（年３～４回程
度）
に出席でき、他の審議会などの委員を５つ以上
兼ねていない人 定員／３人 任期／１年 申し
込み／応募用紙に必要事項を記入し、
「あなたが考
える、あかしの女性の活躍を推進するために必要な
こと」
をテーマに８００字以内の作文を添えて４月１４
日までに持参、郵送、ファクシミリまたはメールで男
女共同参画課
（〒673-0886 東仲ノ町6-1 t
918-5613 f 918-5617 m danjyo@city.
akashi.lg.jp）
へ。応募用紙、原稿用紙は同課、各市
民センターで配布する他、市ホームページにも掲
載。

傍聴者募集

市民参画推進会議

日時／3月23日
（水）
午後４時～ 場所／市役所議
会棟第３委員会室 内容／市民参画条例の運用の
課題と問題点について 定員／15人 申し込み
／3月15日午前9時から市民協働推進室
（t 918‐
5004 f 918‐5131）
で先着順に受け付け

災害時応援協定−新たに３団体と締結−
総合安全対策局
（t 918‐5069 f 918‐5140）

市は、地震などの大規模災害に備え、各種事業者
や団体、他の行政機関との災害時の応援協定の締
結を推進しています。東日本大震災の発生から5年
を迎えた3月11日に新たに下記の団体と協定を締
結しました。
協定先

神戸地方検察庁

協力内容

神戸地方検察庁明石支部・明石
区検察庁の津波一時避難ビル指
定
（所在地／天文町2丁目2番21
号、避難場所305会議室・待合室）

明石市測量設計業 被災した公共施設の応急復旧なら
協会
びに道路交通の確保に必要な測
量・設計
セッツカートン
株式会社

段ボールの簡易ベッド・トイレなど、
災害時に使用する段ボール製品
の供給
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住所変更などの手続きに

市役所本庁舎2階窓口 日曜日臨時開庁
引っ越しシーズンの窓口混雑
の緩和と市民の皆さんの利便性
向上のため、3月27日と4月3日
（いずれも日曜日）
の午前9時～
午後5時に、市役所を臨時開庁
します。
市役所本庁舎2階窓口で、住
所変更などに伴う手続き
（右記
参照）
ができますので、平日に仕
事などで手 続きができない 人
は、ぜひご利用ください。
また、窓口開庁時間には、粗
大ごみ処理券の販売やコピー
サービスなどを取り扱う市役所
内コンビニを利用できるほか、
授乳・おむつ交換などに本庁舎1
階総合案内所も利用できます。
詳しい業務内容については、
各担当課へお問い合わせくださ
い。

1209号

お問い合わせ／
市民相談室総合案内係
（t 918-5188
f 918-5129）

お 知 ら せ

3月27日・4月3日
午前9時～午後5時

取り扱い業務
住民票の写し、戸籍謄（抄）本、印鑑
証明書などの交付

お問い合わせ
市民課
（住民票の写し等交付）
t 918-5020
転入・転出・転居などの住民異動届、
（住民異動届・印鑑登録）
印鑑登録
t 918-5019
（戸籍の届出）
戸籍の届出（出生・婚姻など）
t 918-5079
国民健康保険の加入・脱退手続き

国民健康保険課
（加入・脱退、住所変更等）
国民健康保険の住所変更などの手続き
t 918-5022
（出産育児一時金、葬祭費等）
国民健康保険に係る出産育児一時金、
t 918-5021
葬祭費などの手続き
（納付・納付相談等）
t 918-5023
国民健康保険料の納付・納付相談
長寿医療課
t 918-5165
高年介護室
t 918-5091

後期高齢者医療保険に関する相談、
諸手続き、納付
介護保険の住所変更の手続き
児童手当の受け付け
こども（乳幼児等）医療費助成の手続き

児童福祉課
t 918-5027

学事給食課
t 918-5056

入学、転校に関する相談など

※他の市町村などへ確認が必要な場合など、取り扱いができない業務もありま
す。また、戸籍の届出については預りのみとなります。

大久保小学校の
通学区域が変わります
お問合わせ／教育委員会事務局総務課
（t 918-5054 f 918‐5111）

大久保小学校は、学校規模が市内最
大(児童数1,314人、41学級)で、市教
育委員会が定める小学校の適正規模
の基準(12～24学級)を上回っていま
す。今後も児童数の増加が見込まれて
おり、子どもたちのより良い教育環境
を確保するため、平成28年4月１日か
ら同校の通学区域を変更します。
【通学区域はこのように変わります】
右図の黄色部分(大久保町谷八木、
大久保町駅前1丁目・2丁目、大久保町
大久保町、藤江の各一部)は大久保南
■黄色部分 大久保南小学校区
小学校区、青色部分(大久保町松陰、大
■青色部分 沢池小学校区
■緑色部分 沢池小学校区
久保町森田の各一部、市街化調整区域
平成28年３月31日までの大久保小学校通学区域
の一部)と緑色部分(大久保町松陰、大
久保町大久保町の各一部)は沢池小学 緑色部分は、住宅開発などの状況を踏まえ、新たに変更いたしま
す。ご理解いただきますようよろしくお願いします。
校区となります。

親子で一緒に楽しみませんか

子育て支援課
（t 918-5597 f 918-5617）

お住まいの幼稚園区で、親子ふれあい遊びや座
談会、季節の遊び、絵本の読み聞かせなどを親子で
楽しみます。企画から実施まで、参加者全員で分担
して行います。
開催期間／4月～来年2月
（月1回程度） 対象／市
内各幼稚園区に在住の乳幼児と保護者、地域のボ
ランティアとして子育てを支援くださる人 費用／
無料
（実費徴収あり） 申し込み／申し込み期間や

方法などは、それぞれの子育て学習室により異なり
ますので、子育て支援課
へお問い合わせくださ
い。

親子で一緒に遊ぼう！
参加者募集中
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受講者募集

主催／(公財)兵庫県芸術文化協会 講座テーマ／
「昭和」
という時代Ⅱ 会場／明石市生涯学習セン
ター ７階 学習室１ 時間／いずれも午後２時～３
いばらき かずしげ
時３０分 講師／茨 木 一 成さん
（日本歴史学会会
員） 受講料／一般１万６０００円
（年間、全10回）
※兵庫県芸術文化協会友の会会員は１万２０００円
※単回での聴講も可
（各回１７００円） 定員／10０
人 申し込み／(公財)兵庫県芸術文化協会（t
３２１-２００２）
で先着順に電話受け付け
日 程
内
容
４月５日
二・二六事件
（1936年）
５月１０日
６月７日

「盧溝橋事件」
勃発
（1937年）
「代用品時代」
の到来
（1938年）

７月５日

ノモンハン事件
（1939年）

９月６日

日独伊三国同盟
（1940年）

１０月４日

真珠湾奇襲
（1941年）

１１月８日

ミッドウェー
（1942年）

１２月６日

学徒出陣
（1943年）

平成２９年１月１７日 神風特別攻撃隊
（1944年）

２月７日

八月十五日
（1945年）

リサイクル家具常設展示場の
展示家具入れ替え
資源循環課
（t 918-5794

平成２８年度から

子育て学習室

平成２８年度
ふるさとの歴史講座 明石校

f 918-5793）

リサイクル家具常設展示場（クリー
ンセンター1階）
の展示家具を３月16日
（水）
に総入れ替えします。新たな家具
約25点を2か月間展示します。展示家具
は展示期間終了後、有料で提供します。希望の家具
がありましたら、申し込み手続きをしてください。
時間／午前9時～正午、午後0時45分～4時
（日曜
日は休み）
▶天ぷら油の回収も
展示場内で一般家庭からの天ぷら油の回収を
行っています。ペットボトルに移し、ふたを閉めてご
持参ください。

も3月15日午前9時から先着順電話受け付け
（コミセン

は月曜・祝日休館）
※持ち物要確認

朝霧コミセン t９12-7084
▶朝霧セミナー じ5月6日～11月18日まで全12
回 午後1時30分～3時30分 い60人 ひ年間
1000円
高丘コミセン t９35-5325
（〒674-0057 大久保町高丘３丁目３）
▶高年男性初級料理教室 じ4月27日～来年2月22
日午前10時～午後1時
（全5回） た60歳以上の男性
い25人 ひ1回1000円 も3月31日
（消印有効）
ま
でに、往復はがき
（住所・氏名・年齢・電話番号を記入）
で申し込みを。応募多数時抽選
魚住コミセン t９43-0303
▶いきいき手芸教室～コーンの粘土を使った季節の
小飾り作り～ じ4月9日、5月14日、6月11日午前
10時～正午
（全３回） い20人 ひ1回500円
▶環境とカラダに優しい～食育料理教室～ じ4月
12日、6月21日、7月19日午前10時～午後1時
（全３
回） い20人 ひ1回1000円
▶サークル一日入門教室 じ4月1日～23日 ば魚
住コミセン、魚住中学校体育館、同武道場 ※な・い・
ひなど詳細は同コミセンにお問い合わせを

広報あかし

平成28年（2016年）3月15日

1209号

情 報 ア ラ カ ル ト

日

月

火

水

木

金

土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
3月 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

■

4月から土地・家屋価格等の縦覧

平成28年度の
「土地・家屋価格等縦覧帳
簿」
を縦覧します。固定資産税の納税者
は、自己の資産と他の土地や家屋の評価
額を比較できます。同帳簿には所有者名
や税額などの記載はありません。自己の
資産の内容を知りたい場合は、固定資産
課税台帳で確認可。納税通知書は5月中
旬に送付予定 じ4月1日～5月31日の
執務時間内
（土・日・祝日を除く） ※本人
の身分証明書
（運転免許証など）
が必要
ば・と資産税課（市役所西庁舎2階・土
地＝t 9 1 8 - 5 0 1 5 、家 屋＝t 9 1 8 5077、償却資産＝t 918-5238）

■

■

■

▶陶芸文化コース6回生卒業記念作陶
展 じ3月16日～18日午前10時
（初日
は正午）
～午後4時（最終日は午後3時）
ば勤労福祉会館 な陶芸文化コース6
回生、講師、同コース7回生の作品を展
示 ▶ミニコンサート じ3月24日午後

兵庫県が実施する
「フェニックス共済
（兵庫県住宅再建共済制度）」。豪雨・地
震・津波などのあらゆる自然災害を対象と
して、住宅の一部損壊以上や家財の被害
などに給付金が支給される制度です。
南海トラフ地震など、大きな自然災害
が近い将来起こると予想されています。
災害への備えとして、また、支え合う
「共
助」
の一つとして、加入を検討してみませ
んか。
お問い合わせ／
（公財）
県住宅再建共済基
金東播磨地域担当
（t 079-421-9007）

内 容

4/7 10：30～11：00 英語で遊ぼう

さわる絵本とおもちゃ展

■

第39回

4/15・28 9：00～16：00 身体測定
4/5 11：00～11：30 親子ふれあい遊び
② 4/18 10：30～11：30 親子ヨガ
4/26 10：30～11：00 英語でふれあい遊び
4/5 10：00～11：00 ママのおりがみ教室※A
出張ひろば
（魚住市民
4/12 10：00～11：45 センター３F）
絵本と子
育て研究会・身体測定
4/22 11：30～12：00

絵本で子育て・絵本と
子育て研究会

4/26 10：30～11：30

赤ちゃんのタッチ＆エ
クササイズ講座※B

募集

■

養父市との交流を目的とした事業に
対する助成への申請団体
明石市が交流協定を結んでいる養父市
との交流などを目的として実施する事業
に対して、助成を実施。 対象事業／①
明石市民と養父市民との交流を目的とし
た事業 ②養父市における明石市のPR
を目的とした事業 ※4月1日～平成29
年3月31日に完了する事業で、他に明石
市から助成を受けていない事業 対象
団体／明石市で活動している5人以上の
市民グループ 助成額／上限5万円
（助

詳しくはお問い合わせを しふるーつ
ばすけっとひろば ば・と①子育て支援
センターにしあかし
（t 965-6847）
②子育て支援センターおおくぼ北（t
203-9624） ③子育て支援センターう
おずみ
（t 203-8494） も直接会場へ
※A＝当日先着10人
（託児あり） ※B＝
4月1日から電話受け付け、先着10人
たハイハイするまで バスタオル持参

2016年4・5・6月の巡回日程

明石ペン字習作展

じ3月24日～27日午前10時
（初日は午
後1時）
～午後5時
（最終日は午後4時）
ば勤労福祉会館 なペン字同好会会
員と一般ペン字愛好者の作品展示 ひ
無料 と明石ペン字同好会（t 936こんどう
6754・近藤）

① 4/12 11：00～11：30 親子ふれあい遊び

③

■

じ4月3日午前10時～午後4時 ば生涯
学習センター なしかけのある布の絵
本や遊具遊び も不要。時間中自由参
加 と絵本の会タッチ
（t 070-6546もりもと
1356・森本）

ふるーつばすけっとひろばの催し
日 時

えほんdeピクニック

し・ば県立図書館 じ3月20日午前10
時～午後4時 な絵本を自由に読んだ
り、ワークショップなど たどなたでも
ひ無料 も不要。当日直接会場へ と
同館
（t 918-3366 f 913-9229）

明石文化芸術創生財団からの
お知らせ
▶スマイルギャラリー じ3月17日～
31日 な大野美代子パッチワーク作品
展 ▶ミュージックプロムナード じ3
月20日午後1時30分～ 出演／朝霧中
学校吹奏楽部
いずれもばアスピア明 石 ひ 無 料
と同財団（t 918-5085 f 9185121）

あかねが丘学園の催し

住宅の一部損壊以上が給付対象
フェニックス共済

■

1時～4時 ば生涯学習センター な音
楽交流コース1年生の成果発表、2・3年
生と卒業生ボランティアグループも参加
する演奏会 ひ無料 とあかねが丘学園
（t 918-5415）

お知らせ

日

月

火

水

木

金

土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
4月 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

成は1団体につき年1回） も政策室
（市
役所本庁舎３階 t 918-5010 f
918-5101）
で配布する事業計画書
（市
ホームページにも掲載）
に必要事項を記
入し、同室へ直接持参（郵送不可）。3月
15日午前9時から先着順受け付け

■

兵庫県警察官

一次試験／5月8日 受付期間／イン
ターネット＝3月31日まで、持参・郵送＝4
月7日まで い一般男性＝295人程度、
一般女性＝30人程度、特別
（情報処理）
＝
2人程度、特別
（心理相談）
＝2人程度、特
別
（武道）
＝4人程度 と受験区分、資格
など詳細は明石警察署
（t 922-0110）
へ

教室・講座

■

離乳食教室（後期）

■

放課後児童支援員認定資格研修

じ4月14日午前9時45分～正午 ば保
健センター な離乳食の進め方につい
ての話と試食 た第1子が生後9～11
か月児の保護者 い16人 ひ200円
も 3 月2 2日午 前 9 時 から健 康 推 進 課
（t 918-5656 f 918-5655）で
先着順電話受け付け

な放課後児童クラブ等で支援員として
必要な知識や技能を習得するための研
修 も県ホームページ掲載の研修案内
を確認し、必要書類を各回の締切日
（第
1回＝4月5日、第2回＝4月18日）
まで
に市青少年教育課（市役所分庁舎5階
t 918-5057 f 918-5155）
へ持
参。詳細は同課まで問い合わせを

お問い合わせ／市立図書館
（t 918-５８００ f 913-6071）

☆各ステーションの停車時間は、到着後の準備・終了後の撤収時間を含んでいます。
☆天候または道路事情などにより、巡回時間に遅れる場合や停車場所を周辺に変更する場合があります。
また、警報が発令される悪天候などにより、巡回を中止する場合があります。
４月１日（金）

５ 日（火）

６ 日（水）

８ 日（金）

12日（火）

14日（木）

15日（金）

20日（水）

22日（金）

27日（水）

５月６日（金）

10日（火）

11日（水）

12日（木）

19日（木）

20日（金）

24日（火）

25日（水）

27日（金）

31日（火）

６月２日（木）

３ 日（金）

７ 日（火）

９ 日（木）

15日（水）

17日（金）

22日（水）

24日（金）

28日（火）

30日（木）

刑務作業製品
展示場駐車場

コープ大蔵谷
西側駐車場

高丘東公園内
北側

岡の上公民館

13：20～13：50 13：20～14：05

9：30～10：30

松江海岸
休憩施設

西明石北町公園 大久保北中学校 西脇会館前
武道場横

野々池コミセン前 県営貴崎鉄筋
住宅15号棟
南広場横

13：20～14：00 13：20～13：50 13：20～14：30 13：20～14：10 13：20～14：00 13：10～13：50 13：10～14：10

西二見
東二見ガーデン あかねが丘学園 県営明石金ヶ崎 谷八木コミセン前 サバービア
サンゴジュ公園 ハイツ北側公園前 駐車場
鉄筋団地集会所
シティ21前
北側

魚住東コミセン前 山手台会館

松陰会館

藤江４号公園

14：00～14：40 14：30～15：10 10：40～11：25 14：20～14：50 14：00～14：40 14：40～15：10 14：30～15：00 14：20～15：30 14：00～14：50 14：30～15：10
サンハイツ
土山集会所前

西部文化会館

大蔵院駐車場

金ヶ崎
文化センター

イーストスクエア 和坂小コミセン横 県営明石東二見 神明住宅富士通 弁財天中公園
Ⅱ番館東側
高層住宅２号棟 広場
集会所前

サンライフ明石
西側道路

14：50～15：30 15：20～16：30 11：45～12：15 15：00～15：30 14：50～16：30 15：20～16：30 15：15～15：45 15：40～16：30 15：00～16：30 15：20～16：30
土山平成会館
15：40～16：30

明石大窪住宅
集会所前

江井ヶ島サービ
スコーナー

14：10～14：50 15：40～16：30

明石仁十病院
駐車場
16：00～16：40

高丘西公園
管理事務所横
15：00～15：40

※一部コース・時間が変更になっていますのでご注意ください。
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移動図書館
「ひまわり号」
（写真）
は、一般
図書や児童図書など約2500冊を乗せて、
市内を巡回しています。市立図書館・市立
西部図書館から遠い地域の皆さんにも、身
近で気軽に本を借りていただけるように、
毎月１回、市内35か所を回ります。どうぞご
利用ください。

広報あかし
◇2月の消防出動状況
種別

火

災

救

（ ）
内は前年比
急
救 助

（±0件）1204件（＋155件）22件
（＋５件）
件数 ５件

と消防本部
（t 921-0119）



◇交通事故概況
（速報） （ ）内は前年比
件

数

死

者

傷

者

264件
（＋36件） 2人
（±０人） 305人
（＋43人）

2月末累計

■

と明石警察署
（t 922-0110）

聞こえのセミナー
～文字で伝える「聞こえ」の支援～
じ4月22日午後1時30分～3時30分
ば総合福祉センター な耳が聞こえな
い不自由さについて当事者の話、要約
筆記の活動紹介、参加者交流会 い70
人 ひ無料 も3月15日から社会福祉
協議会地域福祉係（t 924-9105
f 924-9109）
で先着順受け付け

■

ふれあいプラザあかし西の催し

し・と 市ウオーキング 協 会 事 務 局（ス
ポーツ振興課内 t 918-5624 f
918-5194） ①4月例会「爽快ウオー
ク」 じ4月9日午前10時～ な上ケ池
公園東側集合～東藤江サクラ公園～松
江公園～林崎漁港～大観橋～明石公園
西側～剛ノ池～市立図書館約6㌔を歩

法テラス明石市役所内窓口
3月30日（水）で業務終了

と 市 民 相 談 室（t 9 1 8‐5 0 0 2 f
918-5102）
「法テラス明石市役所内窓口」
は、2年
間の試行期間終了に伴い、3月30日
（水）
で閉鎖します。業務終了後は、
「 法テラス
兵庫」
をご利用ください。
【3月30日まで】法テラス明石市役所内窓
口
（市役所本庁舎2階 t 050-33831104） 受付時間／火・水・金曜日午前9
時～正午、午後1時～5時
【3月31日から】法テラス兵庫
（神戸市中
央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタ
ワービル13階 t 050-3383-5440）
受付時間／土・日・祝日を除く午前9時～
午後5時

▷イオン明石ショッピングセンター
じ3月19日午前10時30分～午後0時
15分、午後1時30分～4時 ▷明石運
転免許試験場献血ルーム じ土曜・祝
日を除く毎日 午前9時～午後0時30
分、午後1時30分～4時30分

と健康推進課
（t918-5657 f918-5655）

午前の事業は７時、午後の事業は１１時現在で、明石市を含むエリアに大雨・暴風・洪水などの気象警報
が発令されている時は事業を中止します。

●乳幼児健康診査など
（対象児には個別通知） と健康推進課母子保健係
（t918-5656）

く た団体歩行ができる人 ひ会員無
料、一般300円 ②総会 じ4月9日午
後1時30分～ ば生涯学習センター分
室 いずれも雨天決行。①は午前８時②
は午前11時に明石市に警報発令の場合
は中止。例会での傘使用不可、カッパ持
参 も当日直接、集合場所・会場へ
▶新会員を募集中 入会金=1000円
年会費=2000円 も例会当日または同
協会事務局へお問い合わせを

■

園芸

▶園芸講習会①夏野菜の上手なつくり
方 じ4月9日午後1時30分～3時30分
い50人 ②スマホで花を美しく撮りた
い人の写真講座（初級） じ4月16日午
後1時30分～3時 い20人 いずれも
ば花と緑の学習園
ひ100円
▶菊花栽培教室
「懸崖菊・梵天菊」
4/16 13：00～14：30
5/28 15：00～16：00

容

た平成26年８月生

３ 歳 児 健 康 診 査

じ３月16日午後1時～2時
ば保健センター

た平成25年１月生

10 か 月 児 健 康 診 査

ば市内指定小児科医療機関、要予約

２歳児歯科健康診査

ば市内指定歯科医療機関、要予約

た平成27年５月生
た平成25年11月生

対

象

費

用

備

考

健康まもりタイ健診 40歳以上の明石市国
（特定健診）
民健康保険加入者

無料

事前送付の医療機関一覧を確認し、
予約のうえ、受診してください。

後期高齢者医療制度
加入者
後期高齢者健康診査
(ただし生活習慣病で
治療中の人は除く。）

無料

事前送付の医療機関一覧を確認し、
予約のうえ、受診してください。
・アスベスト健診あり

大 腸 が ん
胸部（肺がん）
40歳以上の市民
＜アスベスト健診＞
胃 が んリスク
乳

が

・過去に胃がんリスク検診を受診した
人は受けられません。
（ただし、
「 異常なし」
と判定された人
は、受診された年度から５年後以降に
各 検 診により異 受けられます。）

なります。
助成券にてご確
ん 40歳以上の女性市民 認ください。

※ 胃がんリスク検診は、
血液検査でピロリ
菌感染の有無や胃の萎縮度を調べ、
胃がん
になりやすい状態かどうかを判定するもの
です。

子 宮 が ん 20歳以上の女性市民

・乳がん・子宮がん検診は、2年度に1
回のみ受診できます。

肝 炎ウイルス
40歳以上の市民
検
診

・肝炎ウイルス検診は、
１回のみ受診
できます。

小児救急医療電話相談のご利用を

【電話番号】t 937-4199 【相談時間】午後８時30分～11時30分
（毎日）
夜間に子どもの急病やケガなどで困った時は、東播磨圏域小児救急医療電話相談を
ご利用ください。看護師が受診の必要性や応急処置のアドバイスを行います。
＜以下の点にご注意ください＞
・相談は無料です（通話料は利用者負担）
。
・電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
・この電話相談はアドバイスを行うもので、診断や治療を行うものではありません。

定員

また、育児・健康相談などには応じられません。

植え替えと育て方

懸崖菊＝夏場の管理
7/23 15：00～16：30 梵天菊＝定植後の手
入れ

じ３月18日午後1時～2時
ば保健センター

●年齢は、平成28年3月31日現在の年齢です。
●各種がん検診は、満70歳以上の人、生活保護世帯の人、世帯全員が市民税非課税の人、身体障害
者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は無料です。

花と緑の学習園（上が池公園）の催し

内

1 歳 6 か月児健康診査

事業名

明石中央体育会館の催し

日時

じ・た３月15日＝平成27年10月26日～11月６日生、
３月29日＝
平成27年11月７日～17日生 いずれも午後1時～2時
ば保健センター

●健診費用助成券
（受診券）
の有効期限は平成28年3月31日までです。
【要予約】

▶女子フットサル教室 じ4月8日～7月
1日の金曜日
（全10回）
午後7時～8時45
分 た高校生以上の女性 ※レベル不
問 い25人 ひ10回5000円
（保険料
含む） 講師／Fリーグ「デウソン神戸」
選手 も3月25日
（必着）
までに往復は
がき
（教室名・住所・氏名・ふりがな・年齢・
電話番号を記入）
で同体育会館
（〒6740053 大久保町松陰1126-47）
へ。応
募多数時抽選 ▶大人のバレーボール
開放 じ3月28日、4月11日・25日、5月
9日・23日午後7時～8時45分 た20歳
以上 ひ1人1回300円 も直接会場へ
いずれもば・と 同 体 育 会 館（t 9 3 6 6621）

■

4か月児健康診査

診

市ウオーキング協会 4月例会・総会

■健診を受診しましょう！
あなたの健康状態を知り生活習慣を
見直すためにも健診を受診しましょう

検

■

情 報 ア ラ カ ル ト

■ 献血にご協力を

ん

スポーツ＆アウトドア

1209号

が

いずれもば・も・とふれあいプラザあかし
西
（t 945-0294 f 945-0295）
で
受け付け中 ①ふれあいカルチャー教
室 ▶卓球 じ4月9日午後2時～3時
30分 ひ無料 ▶料理「楽しいお弁当
づくり♪」 じ4月23日午前10時～午後
0時30分 ひ500円程度
（材料費） い
ずれもた障害者手帳を持つ18歳以上
※付き添い可 い15人 ②ハッピーホ
リデー じ4月17日午後1時30分～3
時 な室内レクリエーション た知的に
障害のある人
（児） い15人 ひ無料
③ボランティア体験教室 じ4月15日
午後2時～3時30分 な読んで伝える
朗読体験 い15人 ひ無料 ④栄養教
室
「栄養バランスの良い食事とは？」 じ
4月21日午前10時～午後0時30分 な
講話と調理実習 た20歳以上 い25
人 ひ800円程度（材料費） ⑤ほっと
かい護「健康寿命を伸ばそう！」 じ4月
26日午後2時～3時30分 な講話と簡
単な体操 い20人 ひ無料

平成28年（2016年）3月15日

・相談内容の確認のため、通話を録音する場合があります。

20人

明石警察署
（t922-0110）
総合安全対策局
（t918-5069）

ば市菊花栽培場（明石公園内） ひ3回
2100円
（初回に全額徴収）
いずれもも3月18日午前9時から同学習
園
（t 924-6111）
で先着順電話受け付
け

《子どもに対する声かけ事案に注意！
！》

市内で子どもに対する声かけやつきまといが多く発生しています。
子どもたちが被害に遭わないように子どもの目線に立って、地域ぐるみで子どもたち
を守りましょう。
また、保護者の方は、
「いかのおすし」
を活用して
「自分の身は自分で守る」
ことも日頃
からお子様と話し合っておきましょう。

■

花と緑のまちづくりセンター
(明石公園内)の催し
も 3 月1 5 日 午 前 9 時 から同 センター
（t 918-2405）
で先着順電話受け付
け ▶明石公園の自然観察① じ4月
3日午前10時～正午 ※雨天決行 ば
サービスセンター西館（明石公園内）
い30人 ひ100円 ▶楽しい夏野菜づ
くり じ4月8日午後1時30分～3時30
分 ば花と緑のまちづくりセンター い
30人 ひ100円

ぼくとわたしのおやくそく
「いかのおすし」
○知らない人について
「いか」
ない
○知らない人の車に
「の」
らない
○
「お」
おごえをだす
○
「す」
ぐ逃げる
○何かあったらすぐ
「し」
らせる
《スクールガードを募集しています！》
スクールガードでは、あいさつや声かけなど子どもたちとふれ
あいながら、見守り活動を行っています。関心のある方は、各小学
校または下記までお気軽にご相談ください。
と青少年教育課
（t 918-5057）
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広報あかし

平成28年（2016年）3月15日

〒673-0877 人丸町 2-6 t919-5000 f919-6000 http://www.am12.jp/

1209号

イ ベ ン ト

★誕生日の入館者にプレゼント 誕生日前
後1週間の入館で記念品をプレゼント。入館時
に生年月日が分かるものをご提示ください。

■さおり織・ティーマット作り
日時／４月１５日(金)①午前１０時～②午前１０時３０
分～③午前１１時～④午前１１時３０分～ 材料費／
２００円 定員／各回２人
■十二単・鎧の着付け体験
日時／４月９日(土)、21日(木)①午後２時～②午後２
時４０分～、
４月２４日(日)①午後1時～②午後1時40
分～ 参加費／無料 ※申し込み時、十二単か鎧の
いずれかを記入。十二単は中学２年生以上対象。鎧
は小学生用の紙製鎧あり

リチャード・
クレイダーマン

リチャード・クレイダ―マン2016
with ストリングス・トリオ＆パーカッション

申し込み／はがき・
ファクシミリ・メール
に
「希望ワークショッ
プ 名 、希 望日時 、氏
名、年齢、電話番号、
郵便番号、
住所」
を記
入し、
３月２５日(必着)
までに同館へ。応募
多数時抽選

世界中で人気のピアニスト、
リチャー
ド・クレイダーマンが明石へ！
日時／5月13日(金)午後6時開場、
6時30分開演 場所／同館大ホー
ル チケット／ S席6500円、A席
5500円(全席指定・税込) 販売所
／同館、西部市民会館、観光案内所
ほかで販売中 ※未就学児の入場
不可

「清水いちご」
の摘み採り 参加者募集

みずみずしい口当たりと濃厚な甘さが特徴の「清水のいちご」
を味
わってみませんか？
日時／3月19日(土)～5月中旬までの毎週土曜日、5月
4日(水・祝)午前8時45分～午後4時 内容／清水い
ちご30分食べ放題。1パックおみやげ付き
（大人のみ）
※必ず長靴を履き、汚れてもいい服装で参加 費用／大人1800円、
小学生1000円、こども800円、3歳未満無料 申し込み／ふぁ～みん
SHOP魚住
（受け付け専用・t 0800-200-7565 午前９時～午後５
時、日曜・祝日除く）
で電話受け付け ※要事前予約

No.1209 3月15日号
発行／明石市
編集／政策部
シティセールス推進室 広報課

〒673-8686
兵庫県明石市中崎1丁目5番1号
t078-918-5001
（直通）
f078-918-5101
mkouhou@city.akashi.lg.jp

明石市ホームページ
明石市

検索

明石ケーブルテレビ 地デジ11ch

「海峡のまち 明石」
【放送時間】
月～日曜日 午後8時～8時15分
火～日曜日 午前10時～10時15分
【放送内容】
◆３月14日～20日
明商、センバツへ！(手話付き)
◆３月21日～31日
明石の春の風物詩
「イカナゴ」
ラジオ関西 558kHz

あか し がく

「おもしろ明石楽」

【放送時間】
毎月第４火曜日午前７時14分～25分
【放送内容】
◆３月22日
「春はさくら！
お花見スポット紹介します！」

またかぞく4に
んでいっしょに
おでかけしよう
ね。ゆいとおに
いちゃんより

桜町

なかやま

中山

いつもニコニコ
桃ちゃん 。4 月
にはお姉ちゃん
になるね。

かける

あ べ

駆琉ちゃん（１歳５か月）

ももな

あかまつ

赤松

大久保町松陰

阿部 桃奈ちゃん（１歳５か月）
たくさんのしあ
わせを感じさせ
てくれる直樹。
元 気 に 育 って
くれてありがと
う!!

毎日元気いっぱ
い !! 蒼 ちゃん
の 笑 顔で皆を
幸せにしてくれ
てありがとう♡

東野町

明石市
広報番組

★プラネタリウム一般投影
★軌道星隊シゴセンジャー春場所
春の夜空を舞台にシゴセンジャーと 「南極の太陽」
ブラック星博士がクイズで戦います。 期間／3月31日(木)まで 内容／南
極での太陽や星の動きについて
期間／3月19日(土)～21日(月・振
★特別展
「南極パネル展」
休)午前11時10分～正午 ※整理
期間／3月31日(木)まで 内容／南
券制
極で実際に使用された日時計などを
★キッズプラネタリウム
展示
「ほしのうんどうかい」
「南極」
期間／4月24日(日)までの土・日曜・ ▶ミニ講演会
日時／3月19日(土)午後０時30分
祝日午前11時10分～ 内容／春
かわい
～2時 定員／40人 講師／河 合
の夜空をいろどる星や星座の物語
けんじ
※3月19日(土)～21日(月・振休)は
健次先生(第56次南極地域観測隊同
「軌道星隊シゴセンジャー春場所」 行者) ※当日受け付け。整理券制
になります
★星と音楽のプラネタリウム
日時 ／ 3 月
2 6 日（ 土 ）
午後2時30
分～ ※整
理券制 出
田中敦子
演者／山本 山本ありさ
たなかあつこ
春季特別展
ありさ
（フルート）
、田中敦子
（ピアノ）
ザ
イラストレーター
予告 おおらいのりよし
『幻魔大戦２』
（平井和正）KADOKAWA
「生賴範義展 THE ILLUSTRATOR」
★プラネタリウム演劇
1980.3 ©生賴範義
明石出身のイラストレーター生賴範義さん。
日時／3月19日
（土）
～２１日
（月・振
映画
「ゴジラ」
、映画
「スターウォーズ／帝国の逆
休）
午後2時30分～3時20分 ※整
ひ ら い かずまさ
よしかわ え い じ
襲」
、平井和正
「幻魔大戦」
、吉川英治
「宮本武蔵」
理券制 内容／
「おとめ座の物語」
のイラストなど、特に代表的な作品を展示します。
★こども天文教室
日時／4月16日(土)～5月29日(日)午前9時30分
日時／3月19日(土)午前9時50分
～午後6時30分(入館は午後6時まで) ※会期
～ 内容／皆既日食の魅力 対象
中無休 観覧料／大人1000円、大高生700円
／小学４年生以上
文化博物館ワークショップ（要申し込み・要観覧料）

★シゴセンジャーファンクラブイベント
ファンクラブ会員のためのスペシ
ャルイベント！
日時／3月26日
（土）
午後6時～7
時30分（午後5時30分～受け付
け） 内容／シゴセンジャーブル
ーの皆既日食観測報告ほか 対
象／シゴセンジャーファンクラブ
会員※当日、入会可。入会金135
円 参加費／無料 申し込み／
不要、当日受け付け
※小学生以下は保
護者同伴(保護者は
非会員でも参加可)

たけだ

あおと

武田

蒼斗ちゃん（１歳４か月）

イカナゴ漁３月７日解禁

なおき

小久保

直樹ちゃん（１歳1か月）

明石の 旬

春

３月７日、明石に春を告げるイカナゴシンコ漁
が始まりました。今年は、暖冬の影響で産卵時期
が遅く、昨年よりも10日遅い解禁日になりました。
漁初日の魚の棚商店街では、くぎ煮の調理を待ちわびた買い物客で賑
わいをみせていました。これから明石の
まちは、
くぎ煮を炊く甘辛い香りに包ま
れます。
QRコード

水揚げされた新鮮な
イカナゴ

08

甘辛く煮た
「くぎ煮」

動画で解禁日の映像を公開しています！
（市ホームページまたはQRコードから）

