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　朝倉ふるさと美術古墳館で、「光」「希望」
「祈り」をテーマに３期構成で開催されて
いる企画展のＰａｒｔ３、日光東照宮奉納作
家の渡邉篤子による『光へ』を開催して
います。今年は東日本大震災から１０年、
災害復興を祈念して作成し、仙台で展示
された作品と、国宝７０年記念日光東照宮
奉納展覧会で、『鋳抜門賞』を受賞した作
品も同時に展示しています。平和への願
い・祈りを込めた作品をぜひご覧ください。

　朝倉有線放送施設の廃止に伴い、
有線放送ケーブルと加入者宅への引
込線の撤去工事を１１月中旬から令和
４年３月までの予定で、周越トンネ
ルから山口交差点までの広域大農道
から南東側及び古谷地域で行います。
　加入者宅への引込線は、原則、屋
外にある保安器に接続しているケー
ブルまでを撤去します。つきましては、
引込線の撤去については、加入者敷
地内での工事を行うこととなります
ので、ご理解ご協力をお願いします。
なお、不用になった有線放送のスピー
カーは、不燃ごみで出すことができ
ます。

　児童館では、子どもの健康増進や情操を豊かにする活
動、仲間づくりや親子の触れ合いの場として子育て支援
活動を行っており、乳幼児の親子の方から中高生世代ま
で、だれでも、だれとでも自由に利用することができます。
遊びを通して楽しい時間を過ごしてみませんか。

　８月７日㈯、「くにじいさんの工作教室」を開催しました。参加者は、１枚の
厚紙から、角や足、羽などのパーツを切り取り、組み立てて、金色に光る「黄
金のクワガタ」を完成させ、楽しそうに遊んでいました。

「黄金のクワガタ」の完成「黄金のクワガタ」の完成

「黄金のクワガタ」の作り方を教わる参加者「黄金のクワガタ」の作り方を教わる参加者

親子クラブ「朝倉小児童たちによる紙芝居」親子クラブ「朝倉小児童たちによる紙芝居」わいわいひろば「かえる体操」

日光東照宮奉納作家　渡邉篤子

「空～くう～」

朝倉ふるさと美術古墳館
TEL５６－３７５４
開催期間　～10月31日（日）
開館時間　9：00～17：00
休　　館　月曜（祝日の場合は翌日）
入 館 料　無料

企画展 「光をつなぐアート展  」 ～愛と平和の祈り～
Part３ 「光へ」 開催中

企画展 「光をつなぐアート展  」 ～愛と平和の祈り～
Part３ 「光へ」 開催中

有線放送ケーブル等の
撤去工事のお知らせ

有線放送ケーブル等の
撤去工事のお知らせ

　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。

児童館で遊ぼう児童館で遊ぼう

【くにじいさんの工作教室】【くにじいさんの工作教室】

【親子クラブ・わいわいひろば】【親子クラブ・わいわいひろば】

朝倉児童館
TEL･FAX 36-7102

　７月から８月の夏休み期間中の親子クラ
ブ（毎週木曜日：１歳半～３歳児対象）と
わいわいひろば（毎週金曜日：０歳～１歳
半児対象）は、夏休みバージョンで小学生
の児童たちと一緒に遊びました。
　児童による読み聞かせや紙芝居、パネル
シアターに幼児たちは大喜びで、児童たち  
　　　との楽しい時間を過ごしました。

問合先　朝倉支所住民サービス課  
　　　　TEL５６－２５００　FAX５６－３５１３

利用時間：13：30～18：00（火曜日）、9：30～18：00（水～日曜日）
休  館  日：月曜日、祝日（こどもの日を除く）、年末年始
　　　　 ※月曜日が祝日の場合は、翌火曜日と水曜日の午前中も休館

い ぬき もん しょう



TEL 56-2500
FAX 56-3513

朝倉ダム貯水率  94％

人口・世帯（朝倉地区 令和 3年8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

9月13日現在

4,084 人
1,909 人
2,175 人
1,927 世帯
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粗大ごみ収集受付（～８日）

足腰かろやか教室

今治・越智中学校新人体育大会（陸上）

みんな元気朝倉教室

見守り隊活動日（下校時）

人権・行政相談

足腰かろやか教室

小学校陸上記録会今治・越智大会（宮窪）

移動図書館車「ぶっくる」巡回日

あさくら歴史探検隊

朝倉小・中学校PTA万丁土手草刈作業

足腰かろやか教室

見守り隊活動日（登校時）

中間テスト～２２日（朝倉中）

朝倉小１～４年生遠足

みんな元気朝倉教室

心配事相談

足腰かろやか教室

にこにこ相談

特定検診・がん検診

移動図書館車「ぶっくる」巡回日

朝倉小参観日

見守り隊活動日（下校時）

今治市中学校駅伝大会
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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。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。

中止のお知らせ中止のお知らせ
　新型コロナウイルスの影響により、１１月７日㈰に開催を予定
しておりました「朝倉ふれあいフェスタ２０２１」は、中止すること
といたしました。開催を楽しみにされておられる皆様には、大変
申し訳ございませんが、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
問合先　朝倉ふれあいフェスタ実行委員会事務局
　　　　（朝倉支所住民サービス課　ＴＥＬ５６－２５００）

　日本人の２人に１人が「がん」になり、３人に１人が「がん」で
亡くなっています。その数、年間３７万人以上。早期発見・早期治療
が大切です。自分自身やあなたを必要とする人のためにもがん
検診を受けましょう。
　１０月２８日㈭に、朝倉公民館で検診があります。各種がん検診

（胃・乳・肺・大腸など）は４０歳以上の今治市民の方が対象で、健康
保険の種類に関係なく受けられます。新型コロナウイルス感染
拡大防止のため定員を設けていますので、お早めにお申し込み
ください。詳しくは、先月の広報折り込みチラシ「令和３年度健
診のお知らせ（朝倉支所分）」をご覧ください。
問合先　朝倉支所住民サービス課　保健師
　　　　ＴＥＬ５６－２５００　ＦＡＸ３６－７０１５

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

10月4日㈪～8日㈮

教室・相談 日　時 場　所

みんな元気朝倉教室
　　　　　（要予約）

１０月 ８ 日㈮
１０月２２日㈮
１３：３０～１５：００

朝倉公民館
３階大ホール

にこにこ相談 １０月２７日㈬
９：３０～１１：００

朝倉公民館
２階和室

「朝倉ふれあいフェスタ2021」

１０月は、「がん検診受診率
５０％達成に向けた集中キャ
ンペーン月間」です。

人権・行政相談所開設のお知らせ人権・行政相談所開設のお知らせ

問合先　朝倉支所住民サービス課
　　　　ＴＥＬ５６－２５００　ＦＡＸ３６－７０１５

相談所開設日

１０月１２日㈫ ９：００～１２：００
朝倉公民館
１階研修室

時　間 場　所


