
市民の情報ひろばへの掲載について
掲載を希望される方は、原稿と画像データを秘書広報課に電子メールでお送りください。１月号の締め切りは11月30日㈪です。
メールアドレス　hisho@city.anan.tokushima.jp 市民の情報ひろば市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

介護就職デイの開催
11月11日の「介護の日」にちなみ、ハロ
ーワークで介護就職デイを開催します。あ
なたの力を活かしてみませんか。
日時　11月13日㈮　13:30～15:30
場所　ハローワーク阿南２階　会議室
内容　阿南市内の介護施設の就職面接会
※参加を希望される方は、事前にハローワ

ークにお申し込みください。
問 ハローワーク阿南（☎22－2016）へ

空手スクール練習生募集 
空手を通じて、礼儀や度胸を身に付け、健
康的な心と体を養いましょう！見学、無料
体験を希望される方は、事前にご予約のう
え、お越しください。
対象　４歳以上の方。大人の方も大歓迎。
練習日　毎週火、木曜日　18:00～19:00
場所　B＆G体育館（津乃峰町）
※月曜日が祝日の場合は火曜日が休館のた

め、練習は休み。
月会費　5,000円（週２回）
※別途入会金3,000円が必要です。
持参物　空手着など
問 Strong Start　代表　坂本
　 （☎090－5918－9293）へ
　 ryu0515s@gmail.com

合気道教室練習生募集
合気道を学びながら日本武道の礼儀や心を
養ってみませんか。子どもたちの強く、優
しく、たくましい心と身体の育成を願って
教室を開いています。
対象　５～15歳
稽古日時　毎週金曜日　19:00～20:00
場所　武道館（大潟町）
受講料　月額2,000円
※別途入会金2,000円が必要です。
問 合気道敷島塾阿南道場　川越
　 （☎49－4077）へ

阿南高専図書館の利用案内
阿南工業高等専門学校の図書館はどなたで
もご利用いただけます。静かに落ち着いて
学 習 で き る 自 習 ス ペ ー ス が あ る ほ か、
DVD の視聴もできます。所蔵検索や図書
館開館予定などは、ホームページをご覧く
ださい。
開館時間　平日　9:00～19:00
　　　　　土曜日　11:00～17:00
※春、夏、冬休み期間中の平日は17:00ま

で、土曜日は休館
場所　正門を入って一番奥の正面の建物の

２階
※貸出カードの作成時には、身分を証明す

るもの（運転免許証など）が必要です。
問 阿南工業高等専門学校図書館
　 （☎23－7106）へ
　 http://www.anan-nct.ac.jp/library/

コスモスを巡る ウオーキング
開催日　11月８日㈰　（予備日15日㈰）
集合　9:30　岩脇JA羽ノ浦ライスセンタ

ー　コース説明後、出発
ルート　
〈共通〉コスモス（岩脇ゾーン）、桜づつ
み公園、那賀川堤防、コスモス（古毛・明
見ゾーン）以後それぞれのコースに分岐
Ａコース　ライスセンターへの県道の歩道

を歩く
Ｂコース　岩脇香風台公園、山なみ道、阿

千田道、ライスセンター
〈解散〉それぞれのコースの、最終到着者

による
参加費　無料　お茶とタオル支給（300人

分）
※Ｂコースには山道も含まれますので、歩

きやすい服装、履きなれた靴でお越しく
ださい。

●コスモスリンクin川北
農村環境保全活動により作付けされた10
カ所のコスモス畑をお楽しみください。ス
タンプラリーやフォトギャラリーも開催し
ています。
期間　10月31日㈯～11月23日㈷
問 那賀川北岸地域広域保全協議会
　 （☎24－8318）へ

終戦当時の引揚者の方々へ
税関では、お預かりしている次の通貨・証
券などをお返ししています。

▼終戦後、外地から引き揚げて来られた方
で、上陸港の税関・海運局に預けられた
通貨・証券など

▼外地の集結地において、総領事館などに
預けられた証券などのうち、その後日本
に返還されたもの
返還の申し出　本人または家族の方
問 小松島税関支署
　 （☎0885－32－0326）へ

知っていますか？建退共制度
事業主の方が労働者の働いた日数に応じて
掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、そ
の労働者が建設業界で働くことをやめたと
きに建退共から退職金を支払う制度です。
加入できる事業主　建設業を営む方
対象となる労働者　建設業の現場で働く人
掛金　日額310円
問 建退共徳島県支部
　 （☎088－622－3113）へ

元気になろう会
全国300カ所で活動中のボランティアの会
です。呼吸を強め、元気で長生きしませんか。
日時　11月26日㈭　13:30～15:00
場所　ひまわり会館
参加費　無料
問 元気になろう会　海斗
　 （☎090－1174－7457）へ

くらしの サポーター募集中！
県から発信される消費者情報を周りの消費
者（家族、友人、近所や職場など）に広め
たり、周りの消費者の相談を県消費者情報
センターにつなぐなどのボランティア活動
をする18歳以上の方と団体を募集してい
ます。
問 徳島県消費者情報センター
　 都築、林（☎088－623－0612）へ
　 （水曜日、祝日、年末年始を除く）
　 http://www.pref.tokushima.jp/shohi

行政書士による無料相談会
許認可手続きについて知りたい方は、ぜひ
ご相談ください。
日時　11月21日㈯　9:00～12:00
場所　ひまわり会館
相談内容　農地転用、建設業許可、開発許

可などの許認可手続き、相続な
どについて

問 徳島県行政書士会　徳島南部支部
　 支部長　花野（☎26－1157）へ

新野東小学校で
学童保育を始めます 
小さな学校の、小さな学童保育を始めます。
平日の午後、子どもたちと過ごしてくださ
る方、ご自身の得意なことを教えたり、ス
ポーツや一緒に遊んでくださる方を募集し
ます。
冬休みや夏休みなど、長期の休みを利用し
た学生の方の参加も歓迎します。実習の場
にしてみませんか。
くわしくは、お問い合わせください。
時給　650円～
問 新野東小学校学童保育運営委員

黒川喜美恵（☎49－1378または070－
5511－3151）へ

裁判員制度
まもなく名簿記載通知等を発送
平成28年の裁判員候補者名簿に登録され
た方には、11月中旬に名簿に登録された
ことの通知（名簿記載通知）および調査票
をお送りします。くわしくは、裁判員制度
ウェブサイトをご覧ください。裁判員制度
にご理解、ご協力をお願いします。
問 徳島地方裁判所庶務係総務課
　 （☎088－603－0111）へ

ご存知ですか
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度は、
・国の制度だから安心
・掛金は全額非課税
・社外積立で管理も簡単
※くわしくは、ホームページをご覧くださ

い。
問 （独）勤労者退職金共済機構　
　 中小企業退職金共済事業本部
　 （☎03－6907－1234）へ
　 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

ママのためのママ友会
にこにこパーク
子育てをはじめ日常生活のなかですぐ使え
るコミュニケーションやコーチング。体験
を通してマスターします。お子さまも一緒
にどうぞ。
日時　11月18日㈬　10:00～12:00
場所　阿南図書館２階　和室
参加費　1,000円　　定員　20人
申込締切日　11月17日㈫
問 野口（☎090－8698－3221）へ
　 ※ 19:00 以降
 　E-mail：21coach.tomo@gmail.com

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　11月14日㈯　9:00～12:00
場所　ひまわり会館
内容　遺言の書き方、エンディングノート

とはなにか、相続の手続き、成年後
見制度などに関する相談

問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
（☎088－679－4440）
土・日曜日は地域会員　花野

（☎090－3787－0305）へ

第３回本庄教育集会所
人権フェスティバル
すだちくん、あななんと楽しく過ごしまし
ょう。模擬店もあります。
日時　11月３日㈷　11:00～14:00
場所　本庄教育集会所前グラウンド
内容　ギター演奏、手話コーラス、３Ｂ体

操、クイズほか
※手話通訳あり
問 本庄教育集会所（☎23－2219）へ

若者ＵＰプロジェクト
就職につながるパソコン講座 
日本マイクロソフト㈱と協働したパソコン
講座でワードの基本操作を学びます。短期
集中でワードのパソコンスキルを身に付け
たい方にはぴったりの講座です。
対象　義務教育終了後15～39歳までの無

業の方　※学生不可
日時　11月17日㈫、18日㈬
　　　13:00 ～ 16:00
場所　富岡町玉塚21番地里美ビル１階
　　　（南部ライフサポートセンター隣）
定員　５人　　受講料　無料
申込締切日　11月16日㈪
予約制で若者の就労相談会も行っています。
問 とくしま地域若者サポートステーション

（☎088－602－0553）へ

標準営業約款
制度「Ｓマーク」
をご存じですか！

標準営業約款制度は、法律で定められた消
費者（利用者）擁護に資するための制度で
す。厚生労働大臣認可の約款に従って営業
することを登録した理容店、美容店、クリ
ーニング店、めん類飲食店、一般飲食店で
は、店頭にＳマークを掲げています。登録
店は安心・安全・衛生を約束する信頼でき
るお店です。
問 （公財）徳島県生活衛生営業指導センター
　 （☎088－623－7400）へ

阿南高専公開講座
農業ICT技術者育成のための
i-Farm（農作業管理ソフト）講座

日時　12月４日㈮　18:00～20:30
場所　阿南高専　第一演習室
対象　農業 ICT に興味のある農家および

農業法人の方
受講料　5,400円　　定員　10人
申込方法　電話でお申し込みください。
※メール、ファクシミリでの申込みは受け

付けません。
申込期間　11月２日㈪～13日㈮
8:30～17:00（土・日・祝日を除く）
問 阿南工業高等専門学校
　 総務課企画情報係（☎23－7215）へ

厚生労働大臣認可

赤ちゃんと
ママの
ふれあい講座

●ベビーマッサージ教室
手のぬくもりから赤ちゃんへ「大好き」を
たくさん伝えよう！
日時　11月５日㈭　10:00～11:00
持参物　赤ちゃんの飲み物、バスタオル１

枚
●ベビースキンケア教室
秋冬、カサカサお肌にならないために、正
しい保湿の知識を学ぼう！
日時　11月12日㈭　10:00～11:00
〈共通事項〉
場所　那賀川社会福祉会館　２階
対象　０～２歳までの親子５組
参加費　1,500円
※要予約
問 RTA指定スクールRomaly　金光
　 （☎24－8710）へ

ゆるおん2015
～蒲生田岬
灯台感謝祭～

誰でも参加できるゆる～い音楽祭です。大
人も子どもも一緒に、休校中の校舎に音楽
を響かせて楽しみましょう。音楽や歌、ダ
ンスなど飛び入り歓迎！天気がよければ灯
台に上ってみんなで歌を歌います。
日時　11月１日㈰　13:00～17:00
場所　蒲生田小学校　体育館（休校中）

「民宿あたらしや（椿町蒲生田154）」
の横の道を海へ出たところ

参加費　大人 300円、子ども100円（予定）
問 椿アグレッシ部　谷脇
　 （☎090－1000－6054）へ

徳島マンドリン
クラブルスティコ
第11回
定期演奏会

徳島を拠点に演奏活動を行っている社会人
マンドリンオーケストラです。親しみやす
いマンドリンの音色をお楽しみください。
日時　11月14日㈯　18:30～
　　　（18:00開場）
場所　コスモホール（情報文化センター）
曲目　シンフォニア、ジブリメドレーほか
※入場無料、整理券不要
問 徳島マンドリンクラブルスティコ
　 柴田（☎090－9556－6444）へ

阿南工業高等学校
平成27年度

「阿工祭（文化祭）」
一般公開

日時　11月７日㈯　10:00～14:00
場所　阿南工業高等学校
内容　各種展示、バザー、バンド演奏、模

擬株式会社「鉄男」製作フラワース
タンド等の販売など

問 阿南工業高等学校（☎22－1408）へ

広報あなん 2015.11　2223　広報あなん 2015.11



多重債務でお悩みの方に 
四国財務局には、借金を抱え悩んでいる方
のための相談窓口があります。一人で悩ま
ず、ご相談ください。必要に応じて弁護士・
司法書士などの法律専門家への引継ぎも行
っています。
相談方法　相談は無料です。まずお電話く
ださい。こちらから電話をかけ直します。
受付時間　月～金曜日
　　　　　9:00～12:00　13:00～17:00
※祝日、12月29日～１月３日を除く
問 四国財務局　多重債務者相談窓口
　 （☎087－831－2155）へ

税務署からのお知らせ
●平成27年分　年末調整説明会

日時　11月27日㈮　
　　　10:00～12:00、13:30～15:30
場所　文化会館研修棟２階　研修室１
対象地域　阿南市
持参物　事前にお送りした

「年末調整関係用紙」

●マイナンバー制度導入に伴い　～税務関係書類への番号記載について～
国税分野では、税務署等へ提出いただく申告書・法定調書等にも番号（個人番号または法
人番号）の記載が必要となります。番号の記載が必要となる時期の例は、以下のとおりです。

カモ～ン加茂谷 かもかもフェスタ 
音楽やクラフト、農産物などを通して、加
茂谷地域の魅力を発信します。ぜひ、ご来
場ください。
日時　11月８日㈰　10:00～18:30
　　　※少雨決行
場所　大井小学校グラウンド、体育館
内容　ステージイベント、飲食物の販売、

ワークショップなど
問 庄司（☎080－5692－3407）へ
　 shojike73@gmail.com

裁判員制度ふれあい企画
法廷見学会
日程　11月27日㈮、12月18日㈮
　　　平成28年１月22日㈮、２月26日㈮
　　　13:30～15:00
場所　徳島地方裁判所（徳島市）
内容　刑事裁判傍聴、裁判手続・裁判員制

度の説明および質疑応答、裁判官へ
の質問コーナー、法廷内見学など

定員　30人
申込方法　開催日の１週間前までに、来庁
または電話でお申し込みください。
問 徳島地方裁判所総務課庶務係
　 （☎088－603－0111）へ

県立南部テクノスクール
受講生募集
訓練科　テレオペレーター科
内容　電話対応スキル、ワード・エクセル・

パワーポイントなど
訓練期間　

12月８日㈫～平成28年３月７日㈪
9:35～15:55

※土、日、祝日、年末年始は休校
場所　県立南部テクノスクール
受講料　無料（テキスト代は自己負担）
申込方法　居住地を所管する公共職業安定

所へお申し込みください。
申込締切日　11月17日㈫
問 公共職業安定所または南部テクノスク

ール（☎26－0250）へ

平成27年度「英会話講座」
受講者募集
英語の初歩的な日常会話ができることをめ
ざして開催します。興味のある方ならどな
たでも受講していただけます。
日程　12月３日～平成28年２月25日の期
間の木曜日（全10回）13:00～15:00
※12月24、31日、１月７日を除く
場所　南部総合県民局美波庁舎（美波町）
講師　ジェフ・ポデズワさん（英会話講師）
受講料　無料（テキスト代等は必要）
定員　20人（応募者多数の場合は抽選）
申込方法　住所、氏名、電話番号を記入の
うえ、11月27日㈮までに電話またはファ
クシミリでお申し込みください。
問 徳島県南部総合県民局経営企画部（美

波）地域振興担当
（☎0884－74－7331・FAX0884－74
－7337）へ

四国の右下
ロードライド
2015

サイクリングで県南を巡って楽しむイベン
トが開催されます。大会当日は参加車両が
多数走行しますので、ご注意ください。沿
道の皆さまのご声援をよろしくお願いしま
す。
日時　11月15日㈰　7:30～17:30
開催地　阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、

海陽町
コース　まぜのおかオートキャンプ場（ス
タート）→国道55号→県道24号線新野町
→ 桑 野 交 差 点（10:20～13:10） → 国道
195号を那賀町方面へ
※応援用の小旗を希望される方は、事務局

にご連絡ください。
問 「四国の右下」ロードライドイベント

実 行 委 員 会 事 務 局（☎0884－74－
7354）へ

Waンダー
ふれあい祭り
みらくるアワー

日時　11月14日㈯　10:00～15:30
場所　Jパワー＆よんでんWaンダーランド
内容　“ ものまね女王 “ ミラクルひかるの

スーパーものまねショー（11:00
～、14:00 ～）、橘湾石炭火力発電
所見学会、パフォーマンス、占いコ
ーナー、飲食コーナーなど

※入場無料
問 J パワー＆よんでん Wa ンダーランド
　 （☎34－3251）へ

楽しく運動・レクリエーション
＆親子カローリング大会 
対象　ひとり親家庭の親子
　　　（子ども 3 歳以上中学生以下）
日時　11月29日㈰　10:00～15:00　
場所　穴吹スポーツセンター（美馬市）
内容　楽しいレジ袋あそび、カローリング

大会、ビンゴゲームなど
定員　20組（応募者多数の場合は抽選）
参加費　大人500円、子ども300円
　　　　（弁当代込み）※送迎バス無料
持参物　上履き
申込方法　11月12日㈭までに電話、ファ

クシミリでお申し込みください。
※暖かい服装でお越しください。
問（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会（☎

088－654－7418・FAX088－654－
7414）へ

YMCA
イベント参加者募集
●冬のファミリーデイキャンプ
　「クリスマス＆お正月体験！」
クリスマスクラフト、昔ながらのお正月体
験をしましょう。
日時　12月13日㈰　10:00～15:00
対象　20家族程度
参加費　小学生以上2,000円
　　　　幼児1,000円
●冬のわくわくキッズキャンプ
　「寒さを吹っ飛ばせ！わいわいお餅つき！」
クリスマスとお正月。２つのイベントをぜ
いたくに楽しみましょう。
日時　12月12日㈯～13日㈰（１泊２日）
対象　小学生30人程度
参加費　現地集合解散　8,500円
道の駅「なかがわ」集合解散9,000円
〈共通事項〉
場所　YMCA阿南国際海洋センター
申込方法　電話でお申し込みください。
問 YMCA 阿南国際海洋センター
　 （☎33－1221）へ

ポリテクセンター
徳島
職業訓練生募集

対象　公共職業安定所に求職の申込みをし
ている方など（選考あり）

募集訓練科　電気設備技術科（6 カ月）、
住宅リフォーム技術科（6 カ月）
訓練期間　平成28年１月５日㈫～
　　　　　６月30日㈭
受講料　無料（テキスト代等は必要）
募集期間　11月２日㈪～12月７日㈪
問 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ

四国EMフェスタ2015
善循環の輪
とくしまの集いin阿南

日時　11月７日㈯　12:30～17:00
場所　情報文化センター　※入場無料
内容　比嘉照夫講演会、福島復興支援プロ
ジェクトについての報告、事例発表（①ボ
ランティア川東／河川浄化【鳴門市】②桑
野川 EM 研究会／農業利用・環境学習【阿
南市】）、収穫祭を併催し、ＥＭ野菜など展
示・販売します。
問 徳島県 EM 普及協会
　 （☎088－622－8666）へ

市民の情報ひろばへの掲載について
掲載を希望される方は、原稿と画像データを秘書広報課に電子メールでお送りください。１月号の締め切りは11月30日㈪です。
メールアドレス　hisho@city.anan.tokushima.jp 市民の情報ひろば市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

被爆ピアノ・コンサート
−ピアノが語る未来への伝言−

広島で被爆したものの、奇跡的に生き残っ
た通称 “ ミサコのピアノ ” にピアノ調律師
が新しい命を吹き込む。戦後70年の記憶
とともに今、平和への祈りを奏でる。
公演	 11月９日㈪ 9:40～11:30
  見能林小学校
 10日㈫ 13:40～14:30
  富岡小学校
 11日㈬ 13:30～15:00
  津乃峰小学校
 12日㈭ 12:05～12:55
  阿南市役所
※小学校での公演は山本貴子ピアノリサイ

タルと兼ねています。
入場無料、申込不要
問 被爆ピアノコンサート実行委員会　
　 美馬育子 （☎090－1575－6214）へ

モラロジー生涯学習セミナー
講演会“心の力”新発見 
元気になる心のつかい方を見つけませんか。
日時　11月６日㈮～７日㈯　
　　　19:10～21:30（18:30～受付）
場所　ひまわり会館　参加費　1,500円
テキスト　希望者には「心新たに生きる」

270円を会場で販売しています。
問 代表世話人　澤（☎23－4202）へ

空家・空土地無料相談会

日時　11月23日㈷　10:00～16:00
場所　阿南市商工業振興センター　２階
内容　講演および専門相談

問 徳島県宅地建物取引業協会
　 阿南・海部支部（☎23－6362）へ

●「税を考える週間」
期間　11月11日㈬～17日㈫
テーマ「税の役割と税務署の仕事」
週間中の活動　

▼国税庁ホームページによる広報

▼ＳＮＳを利用した広報

▼講演会の実施や関係民間団体等との連携

▼社会保障・税番号制度の導入など国税庁の
取組を紹介

▼税の作品展の開催

記　載　対　象 一般的な場合

所 得 税 平成28年１月１日の属する年分以
降の申告書から

（平成28年分の場合）
平成29年２月16日から３月15日まで

法 人 税 平成28年１月１日以降に開始する
事業年度に係る申告書から

（平成28年12月末決算の場合）
平成29年２月28日まで

法定調書 平成28年１月１日以降の金銭等の
支払等に係る法定調書から

（例）平成28年分給与所得の源泉徴収票、
平成28年分特定口座年間取引報告書
⇒平成29年１月31日まで

申請書・
届 出 書

平成28年１月１日以降に提出すべ
き申請書等から 各税法に規定する、提出すべき期限

問い合わせは　阿南税務署（☎22－0414）へ

あなたも公にベストを尽くしてみませんか？
陸・海・空自衛官（男性）を募集します

受　付　期　間 応　募　資　格 試　験　日　程

年間を通じて行っています。
⑴　平成28年４月１日現在において
　　18歳以上27歳未満の男性
⑵　日本国籍を有する者

ー	来春採用要員として	ー
11月28日㈯・平成28年１月24日㈰

試験内容および試験会場 処遇と生活および採用についての特徴

【試験内容】
　　筆記試験
　　（国語・数学・社会および作文）
　　口述試験（個人面接方式）
　　適性検査および身体検査

【試験会場】
板野郡松茂町住吉字住吉開拓
38番地

　　（海上自衛隊徳島航空基地内）

【身分】特別職国家公務員
【給与】161,600円＋各種手当
（※教育期間中は月額126,900円。２
士に任官することで上記金額となりま
す。但し採用時の学歴・経歴等によっ
て異なります）H26.4 現在

【賞与】ボーナス年２回
【衣食住】基地、駐屯地内の宿舎（寮）の

宿舎費は無料。食事・制服・作業服・
靴その他・寝具等も支給または貸与さ
れます。

【自衛官候補生コース】
採用の日をもって、陸上・海上・航空自衛隊いずれかの自
衛官候補生に任命される任期制採用です。（陸海空の要員
区分は出願時に任意で希望の選択をして頂きます）
自衛隊の幅広い職種職域の中から新たな自分発見と「平和
を仕事にする」誇りを持ってさまざまな形で社会貢献がで
きます。
任期満了後の再就職も充実したバックアップでさまざまな
就職援護施策でサポートします。選択肢が豊富なため希望
により引続き任期の継続をしながら、さらに上位階級（曹）
へのステップアップをめざすことも可能です。将来は幹部
への道も拓かれています。

問い合わせは　富岡町内町164番地　内町会館１階　自衛隊阿南地域事務所（☎22－6981）へ
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