
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。また予約
制で若者の就労相談も行っています。
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　１月19日㈫、20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　１月18日㈪
※要予約
問 とくしま地域若者サポートステーション
　 （☎088－602－0553）へ

文化あなん
第19号
原稿募集

中学生、高校生を含む市民の皆さまから文
化あなん19号の原稿を幅広く募集します。
募集内容　随筆、俳句、短歌、川柳、漢詩
など
掲載料　無料
原稿提出先　文化振興課窓口（文化会館内）
原稿締切日　３月５日㈯
※編集委員会による選考があります。
※投稿規程など、くわしくは文化振興課窓

口でお受取りください。
問 阿南市文化協会事務局　松浦
　 （☎090－1572－6070）へ

小学生～高校生のための
春休み海外研修 参加者募集
内容　ホームステイ、ボランティア、文化

交流、学校体験、英語研修、地域見
学、野外活動など

日程　３月26日㈯～４月５日㈫のうち９
～11日間　

研修国　イギリス、オーストラリア、カナ
ダ、フィジー、ニュージーランド、
フィリピン

対象　小学３年生～高校３年生の方
参加費　398,000～498,000円
※１月25日㈪までにお申し込みの方は、

１万円割引
申込締切日　２月１日㈪
問（公財）国際青少年研修協会
　 （☎03－6417－9721）へ

「子どもとネット」講演会第 2 弾
スマホやネットによるデート
ＤＶやストーカーの実態
～別れの教育の必要性、SNSや恋人
　アプリやLINEなどの危険性～

今若者の間では、ＳＮＳを利用したデート
ＤＶやストーカー事例が多く、ほかにもリ
ベンジポルノなどさまざまな問題が起きて
います。まずは実態を知り、おとなができ
ることを考えたいと思います。
日時　１月９日㈯　13:30～15:30
場所　文化会館　視聴覚室
講師　ＤＶ加害者プログラム・NOVO（ノ

ボ）運営者、神戸大学・立命館大学
非常勤講師　伊田広行さん

問 今と未来のおとなネットワーク
　 （☎28－0559）へ

冬季の節電・省エネルギー対策
～節電へのご協力をお願いします～

今冬、四国電力管内では、厳冬となること
を想定したうえで、瞬間的な需要変動に対
応するために必要とされる予備率３％以上
を確保できる見通しですが、大規模な発電
所のトラブルが発生した場合、安定供給が
できない可能性が懸念されます。そこで、
政府は平成27年12月１日～３月31日まで
の平日（12月29日～31日を除く）9:00
～21:00 までの間、節電へのご協力をお
願いしています。
※数値目標は設定していません。節電をお

願いする期間・時間帯において、無理の
ない範囲での節電をお願いします。

問 四国経済産業局エネルギー対策課
　 （☎087－8118－8535）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　１月23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

ポリテクセンター徳島

職業訓練生募集

募集訓練科　溶接加工科　（６カ月）
訓練期間　３月１日㈫～８月30日㈫
対象　公共職業安定所に求職の申し込みを

している方など（選考あり）
受講料　無料（テキスト代等は必要）
募集期間　１月４日㈪～２月１日㈪
問 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ

羽ノ浦新春
凧揚げ大会

お正月は家族で凧揚げを楽しもう！
日時　１月３日㈰　10:00～15:00
※雨天の場合は中止
場所　那賀川河川敷第３緑地公園
　　　（羽ノ浦町明見）
※子ども用の貸出し凧あります。（無料）
問 羽ノ浦町おやじの何でも塾　福井
　 （☎090－5717－7334）へ

第48回阿南市社会福祉大会
第７回阿南市
ボランティアフェスティバル

「明るく住みよいまち “ 阿南 ”」の実現をめ
ざして、阿南市の福祉増進に寄与された
方々を称える阿南市社会福祉大会を開催し
ます。式典後、徳島大学名誉教授　村上仁
士先生をお迎えし、南海トラフ巨大地震津
波について講演会を開催します。ボランティ
アグループの発表、交流を目的としてボラン
ティアフェスティバルを同時開催します。
日時　１月16日㈯　10:00 ～（受付9:30）
場所　夢ホール（文化会館）、富岡公民館
問 阿南市社会福祉協議会
　 （☎23－7288）へ

阿南第九の会第７回演奏会
日時　１月17日㈰　14:00～（13:30開場）
場所　コスモホール（情報文化センター）
内容　 ▼日本の合唱曲より ｢いのちの歌｣

ほか ▼ソリストによる独唱曲 ▼ベー
トーヴェン作曲交響曲第九番より第
4 楽章

入場料　1,000円（高校生以下無料）
※前売りチケットはコスモホールで販売し

ています。
問 阿南第九の会事務局
　 （☎090－3611－3106）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。３月号の締め切りは１月29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。

所得税の還付申告の受付が
始まります
阿南税務署での平成27年分の所得税およ
び復興特別所得税の還付申告の受付が、１
月４日㈪から（土、日曜日および祝日を除
く）始まります。ただし、２月８日㈪から
は、阿南市商工業振興センター２階展示ホ
ールが還付申告の会場となります。
なお、平成27年分の所得税および復興特
別所得税の確定申告の期間は、２月16日
㈫から３月15日㈫までですので、ご注意
ください。
問 阿南税務署（☎22－0414）へ

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　１月16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

書き損じはがき回収プログラム
年賀状などの書き損じはがきや未使用切手、
未使用テレホンカードがカンボジアの地雷
撤去支援に役立てられます。はがき３枚で
１平方メートルの地雷原をクリーンにでき
ます。
この取組は平和教育の一環として市内の小
中学校でも実施されています。地雷被害を
減らすために、皆さまの温かいご支援をよ
ろしくお願いします。
問 ㈶カンボジア地雷撤去キャンペーン事

務局（☎092－833－7575）へ

津峯神社・初詣ウオーク
日時　１月16日㈯　※少雨決行
集合　9:30　夢ホール駐車場
※できるだけ汽車、バスでご参加ください。
解散　14:00頃　ＪＲ阿波橘駅
ルート　夢ホール（文化会館）～ＪＲ見能
林駅～見能林町側（三谷）登り口～津峯神
社～津乃峰町側登り口～JR阿波橘駅（284
ｍの上り、下りがあります）
距離　約９㎞
参加費　300円（歩こう会会員は200円）
※小学生以下の方は無料
持参物　弁当、飲み物、雨具、健康保険証

の写しなど
※歩きやすい服装、すべりにくい靴でご参

加ください。万一の事故には、傷害保険
（主催者加入）の範囲内および応急処置
以外の責任は負いません。

問 阿南歩こう会　新川（☎22－3188）へ

最低賃金、
チェックです！
徳島県最低賃金
時間額695円
特定最低賃金

▼造作材・合板・建築用組立材料製造業
　810円

▼はん用機械器具、生産用機械器具、業務
用機械器具製造業　840円

▼電子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業

　805円
問 徳島県労働局労働基準部賃金室
　 （☎088－652－9165）へ

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　１月７日㈭　10:00～11:00
持参物  赤ちゃんの飲み物、バスタオル１枚
●ファーストサイン教室
まだおしゃべりが上手にできなくても、お
互いの気持ちを伝えあおう！
日時　１月14日㈭　10:00～11:00
〈共通事項〉
対象　０～２歳までの親子５組
場所　那賀川社会福祉会館２階
参加費　1,500円
※要予約
問 RTA指定スクール Romaly　金光
　 （☎24－8710）へ

あなんで映画を
見よう会

「愛を積むひと」 

日本で最も美しい村北海道美瑛町を舞台に、
夫婦とそこに集う人々の愛やきずなを描く
感動作。
日時　１月31日㈰　
　　　①10:30～　②14:00～
場所　夢ホール（文化会館）
出演　佐藤浩市、樋口可南子ほか
入場料

問 あなんで映画をみよう会
　 （☎090－2788－5465）へ

「あなんパーソナル・
サポート・センター」
いろいろな生活上の困りごとの相談・支援

働きたくても仕事がない、再就職に失敗し
て雇用保険が切れた、親の介護で働けない、
生活が苦しい、借金がある、社会に出るの
が怖くなったなど、生活でお困りの方の自
立促進に向けた総合的な相談・支援を行っ
ています。秘密は厳守します。
場所　富岡町玉塚21番地　里美ビル１階
相談時間　8:30～17:15
※土・日・祝日、12月29日～１月３日を

除く
相談料　無料

問 あなんパーソナル・サポート・センター
　 （☎0120－928－764）へ

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）が
サポート！

「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、
専修学校、各種学校や外国の高校、大学等
に入学・在学するお子さまをお持ちのご家
庭を対象とした公的な融資制度です。
ご融資額　お子さま１人につき350万円以内
金利　年2.05％　固定金利
※母子家庭の方などは年1.65％
　（平成27年11月10日現在）
ご返済期間　15年以内（母子家庭の方な

どは18年以内）

問 教育ローンコールセンター
（☎0570－008656ナビダイヤル）
または（☎03－5321－8656）へ

前売り 当日
シニア 1,000円 1,100円

一般・大学生 1,300円
小・中・高生
障  が  い  者 －   500円

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神
障害などによって物事を判断する能力が十
分ではない方（ここでは「本人」といいま
す）について、本人の権利を守る援助者（成
年後見人等）を選ぶことで、本人を法律的
に支援する制度です。
一旦制度の利用を開始すると、本人が病気
などから回復して判断能力を取り戻すか、
お亡くなりになるまで、成年後見人等によ
る支援が続きます。
くわしくは、裁判所ウェブサイト
http://www.courts.go.jp/をご覧ください。

問 徳島家庭裁判所家事書記官室
　 （☎088－603－0140）へ
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