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　初夏から秋にかけて、台風や前線の影響で暴風、豪雨による自然災害が発
生しやすい季節です。新型コロナウイルスの感染拡大が心配されるなかで災
害が発生した場合、「自分の命」を守る避難行動と同時に感染予防も重要に
なります。　
　「避難」とは「難」を「避」けることであり、危険な場所から避難することです。
避難所だけではなく、自宅の安全な場所に移動することや安全な親戚、知人
宅も避難先になり得ます。日ごろから、感染症対策を含めた災害時の避難行
動についてご家族やご近所と話し合い、適切な避難場所の検討を行い、災害
に備えましょう。

◆災害の危険がせまったら躊躇なく自分の命を守る行動を◆
感染症への注意も必要ですが、危険がせまったら、まずは命を守ることが

最優先です。気象情報や避難情報に基づき、できればご近所の方にも声掛け
を行い、迷わず、時期を逃すことなく避難してください。

親子クラブの様子 わいわいひろばの様子

映画上映会の様子

　避難所に来られる前に発熱や体調に異常が
ある場合は、事前に朝倉支所までご連絡くだ
さい。避難所に来られて体調が優れない方は、
速やかに運営スタッフにお申し出ください。

発熱や体調に異常がある場合は発熱や体調に異常がある場合は

いざというときのために日ごろからの備えと早めの避難をいざというときのために日ごろからの備えと早めの避難を

朝倉ふるさと美術古墳館からお知らせ朝倉ふるさと美術古墳館からお知らせ

　近年多発する大規模災害の復興を願い「光」「希
望」「祈り」をテーマに、３人のアーティストの作
品を３期にわたり、それぞれ展示する企画展を開
催します。
　Part１は、雅・ひょうたんランプ会による『雅・
光の世界　色と光のファンタジー』を、Part２は、
キャンドルスタンドアーティストの村山拓人さん
による『光と影』、Part３は、日光東照宮奉納作家
の渡邉篤子さんによる『光へ』を展示していきま
すので、ぜひ、ご覧ください。

◆開催期間　Part１　６月１９日㈯～７月３１日㈯
Part２　８月４日㈬～９月１２日㈰
Part３　９月１８日㈯～１０月３１日㈰

◆開催時間　９：００～１７：００
◆開催場所　朝倉ふるさと美術古墳館　本館Ⅰ・Ⅱ
◆料　　金　無　料　
◆休 館 日　月曜日（祝日の場合は翌日）

問合先　朝倉ふるさと美術古墳館   ＴＥＬ５６－３７５４

　こどもの日恒例の映画上映会を開催しました。新型コロナウ
イルス感染予防のため、規模を縮小し、人数と時間を制限した

中での開催でしたが、自分たち
で見たい映画を選んで順番に見
ることができました。
　上映後は、みんなで遊べる工
作「ゴーゴーゴール」を作って、
家族対決で遊びました。

5月5日（水・祝）　あさくらシアター5月5日（水・祝）　あさくらシアター

　お母さんと一緒にカエルの体操や画用紙で作ったちょうちょ
を使って手遊びをし、子どもたちは、お友だちと一緒に楽しい
時間を過ごしました。

４月22日㈭、23日㈮親子クラブ・わいわいひろば開講式４月22日㈭、23日㈮親子クラブ・わいわいひろば開講式

朝倉地域の象徴である笠松山で、ファミリー登山をし
ました。自然公園指導員の渡邊二孝さんから、山登りの
歩き方や笠松山の自然について教わりながら登りました。

頂上付近の広場で参加者は、ロープ相撲や笠松山にま
つわるクイズなどをして遊び、楽しい家族の思い出作り
をしました。

朝倉児童館　TEL･FAX 36-7102
児童館で遊ぼう児童館で遊ぼう

企画展「光をつなぐアート展」～愛と平和の祈り～
を３期連続で開催します

問合先　朝倉支所住民サービス課　TEL５６－２５００

【朝倉地域の指定避難所】
避難所

旧上朝小学校体育館
朝倉中学校
朝倉小学校
朝倉公民館

朝倉福祉センター
朝倉B&G海洋センター
朝倉ふれあい交流センター

住所・電話 収容人数
240人
837人
577人
290人
128人
715人
127人

朝倉上甲776-1
朝倉北甲273
朝倉北甲281
朝倉北甲393
朝倉下甲529
朝倉下乙104-2
朝倉下乙104-2

TEL56-2500
TEL56-2016
TEL56-2004
TEL56-2024
TEL56-3560
TEL56-3466
TEL36-7021

ちゅうちょ



TEL 56-2500
FAX 56-3513

朝倉ダム貯水率  97％

人口・世帯（朝倉地区 令和 3年4月末現在）

人　口
　男　
　女　
世　帯

前月比

朝倉支所住民サービス課
今治市頓田川土地改良区
問合先

5月14日現在

4,113 人
1,927 人
2,186 人
1,945 世帯
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粗大ごみ申込期間（～４日）

人権・行政相談

今治・越智中学校総合体育大会（～３日）

分散参観日（朝倉小）

PTA資源ごみ回収

繰替休業日（朝倉小）

今治・越智中学校総合体育大会（陸上）

見守り隊活動日（下校時）

移動図書館車「ぶっくる」巡回日

今治・越智中学校総合体育大会（陸上・水泳）

みんな元気朝倉教室

特定検診・がん検診

特定検診・がん検診

見守り隊活動日（登校時）

心配事相談

移動図書館車「ぶっくる」巡回日

みんな元気朝倉教室

学期末テスト（朝倉中：～２９日）

元気農園

朝倉中学校校区児童生徒をまもり育てる協議会

にこにこ相談

見守り隊活動日（下校時）
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新型コロナウイルスの影響で、あさくら便りでお知らせしている行事予
定が中止または延期になる場合があります。最新の情報は市のホーム
ページまたは各問合先でご確認ください。小学校の行事予定について
は、ホームページでご確認ください。

　６個以上チェックが入ったら歯周病・むし歯にかかるリスク
が高い状態といえます。できるところから改善してみましょう。

◆歯科検診に行こう！◆
　初期症状の少ない歯周病やむし歯は、痛みや出血などの自覚
症状が出るころにはかなり悪化していることがあります。たと
え症状が出ていなくても、定期的に歯科医師と歯科衛生士に
チェックをしていただくと早期の段階で治療することができま
す。市の歯科検診（４０歳以上対象）を利用したり、かかりつけ歯科
医を決めて通うようにしましょう。

　この機会に自分の歯の健康管理を見直し、
むし歯と歯周病の予防に努めてみませんか。

健康ひろば健康ひろば健康ひろば 朝倉支所 住民サービス課
TEL56-2500 FAX36-7015
朝倉支所 住民サービス課
TEL56-2500 FAX36-7015

粗  大  ご  み
受付センター
TEL 47-5300
FAX 48-3942

粗  大  ご  み
受付センター
TEL 47-5300
FAX 48-3942

申込期間

粗大ごみ収集粗大ごみ収集粗大ごみ収集
予約制有　料

６月１日㈫～４日㈮

教室・相談 日　時 場　所

みんな元気朝倉教室
　　　　　（要予約）

６月１１日㈮
６月２５日㈮
１３：３０～１５：００

朝倉公民館
３階大ホール

にこにこ相談 ６月３０日㈬
９：３０～１１：００

朝倉公民館
２階和室

「JFAアカデミー今治を励ます会」会員募集
　ＪＦＡアカデミー今治の活動の充実をサポートし、地域との
親睦を図る事業などを行い、アカデミー生を陰で支えていま
す。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部の事
業実施しか見通しがたたない状況ですが、今後の事業展開の
ため、趣旨に賛同される皆さまのご加入をお願いします。
会　　費　正会員　（個人）　１口 １,０００円
　（年会費）　 賛助会員（団体）　１口 ２,０００円　
入会要件　正会員は今治市の住民および出身者の方
問 合 先　励ます会事務局（朝倉公民館）　TEL５６－２０２４

６月４日㈮～１０日㈭は
「歯と口の健康週間」です。

□歯磨きにかける時間は 1 回 3 分未満

□毎食後に歯磨きをしていない

□歯医者には痛みが出てから行く

□歯間ブラシなどを使ったことがない

□歯ブラシをしばらく交換していない

□甘い食品や甘いジュースが好き

□口で呼吸することが多い

□お茶を飲む習慣がない

□硬い食品はあまり食べない

□口の中がネバつくことが多い

◆歯周病・むし歯を招く生活習慣チェック◆◆歯周病・むし歯を招く生活習慣チェック◆


