市民の情報ひろば

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。
徳島地方裁判所事務局総務課
（☎088－603－0111）へ
http://www.saibanin.courts.go.jp/

融資額

300万円以内（学生・生徒１人あ
たり）
利率 年2.35%（母子家庭は年1.95%）
※平成24年9月10日現在
返済期間 15年以内（交通遺児家庭、
母子家庭は18年以内）
元金据置期間 在学期間内（在学期間内
は利息のみの返済とすることができます。
元金据置期間は返済期間に含まれます）
教育ローンコールセンター
（☎0570－008656） または
日本政策金融公庫徳島支店国民生活
事業（☎088－622－7271）へ

調停とは、調停委員会（裁判官または調
停官１人と調停委員２人以上で構成）が、
当事者の言い分を聴き、双方が納得のう
えで問題を解決できるように助言やあっ
せんをおこない、柔軟な解決を図る手続
きです。我が国の調停制度は、大正11年
（1922）10月１日に借地借家調停からス
タート。その後90年の間、時代の要請に
応じて改善され、国民に広く利用されてき
ました。そして今年、調停制度は90周年
を迎えました。
徳島地方裁判所事務局総務課
（☎088－603－0111）へ

阿南高専の
図書館を
ご利用ください
開館時間
平 日 9：00～20：45
土曜日 11：00～17：00
※春・夏・冬期休業期間中の
平日は17：00まで、土曜日は休館。
場所 正門を入って正面の建物（２階）
※貸出カード作成時は、身分を証明する
もの（運転免許証等）が必要です。
※７万冊以上の蔵書があるほか、ＤＶＤ
視聴（300タイトル以上の映画等）やイン
ターネットで所蔵図書が検索できます。
阿南工業高等専門学校総務課
（☎23－7106）へ
http://www.anan-nct.ac.jp/library/

生活習慣病ワースト25
ステップアップ教室
対象

高血圧予防に関心のある40代か
ら70代の男女
日時 12月13日㈭ 10：00～15：00
場所 ひまわり会館 グルメルーム
内容 講義・調理実習
費用 400円（調理実習費）
定員 30人（定員になり次第締切り）
申込締切日 11月30日㈮
阿南市食生活改善推進協議会事務局
（保健センター内☎22－1590）へ

踏 切事故は、鉄・軌
道運転事故の約６割
を占めるとともに、そ
の原因のほとんどが
直前横断
（遮断機くぐり、突破、警報無視、
一時停止確認の不履行）と停滞（退出不
能）であることから、踏切通行者のマナー
向上が望まれるところです。
実施期間 11月１日㈭～10日㈯
実施機関 四国運輸局が実施主体となっ
て、行政機関、鉄・軌道事業者、自動車
関係団体等の協力を得て、
「踏切事故防
止キャンペーン」を推進します。
四国運輸局鉄道部
（☎087－825－1180）へ

障害者雇用率制度とは
「障害者の雇用の促進等に関する法律」
では、事業主に対して、その雇用する労
働者に占める身体障害者・知的障害者の
割合が一定率（法定雇用率）以上になる
よう義務づけています。すべての事業主
は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇
用する義務があります（障害者雇用率制
度）。この法定雇用率が、平成25年４月１
日から以下のように変わります。
民間事業
1.8％→2.0％
国、地方公共団体等
2.1％→2.3％
都道府県等の教育委員会 2.0％→2.2％
徳島労働局職業対策課
（☎088－611－5387）へ

平成24年度『阿工祭』一般公開
日時 11月10日㈯ 10：00～14：00
内容 各種展示・バザー・バンド演奏・
模擬会社「鉄男」製作フラワース
タンド等の販売など

地域防災訓練
阿波木偶『三番叟まわし』講演会
日時 11月９日㈮ 10：00～12：00
家具転倒防止金具 (100セット ) 無料配付
阿南工業高校（☎22－1408）へ

必ずチェック
最低賃金 !
使用者も
労働者も
平成24年10月19日㈮から

徳島県最低賃金

654円

※特定産業には特定（産業別）最低賃金
が定められています。
徳島労働局賃金室
（☎088－652－9265）
または最寄りの労働基準監督署へ
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日程・テーマ
11月９日㈮「LED のオリジナルな応用」
16日㈮「さまざまな分野への応用」
30日㈮「植物栽培への応用」
12月７日㈮「殺菌への応用」
時間 18：30～20：20
場所 9日、16日：同校・創造テクノセン
ター４階 マルチメディア室／30日、12月７
日：阿南市商工業振興センター２階
※参加費無料。１回のみの参加可能。
阿南工業高等専門学校総務課企画係
（☎23－7215）へ

バレエスタジオ・Ｔｗｉｎｋｌｅ
第６回発表会
日時 11月25日㈰ 14：00開演予定
場所 夢ホール（文化会館）
演目 「小品集」
「白鳥の湖」２幕・３幕
※入場無料
バレエスタジオ・Twinkle
岡崎（☎090－1320－7788）へ

徳島マンドリンクラブ ルスティコ
第８回定期演奏会
日時

12月１日㈯
18：30開演（18：00開場）
場所 コスモホール（情報文化センター）
演奏内容 威風堂々第1番（エルガー）、
舞踏風組曲第２番（久保田 孝）
、劇的序曲
（カペレッティ）、卒業写真（荒井由実）、
ＹＥＬＬ（いきものがかり）、童謡・唱歌メ
ドレーほか
※入場無料・整理券不要
徳島マンドリンクラブ
柴田（☎090－9556－6444）へ

古事記編纂1300年記念フェスティバル

日本文化の波は阿波・阿南
から ー 高天原と出雲 ー

～古代出雲は「長の国」（旧那賀郡）だった～
日時

12月15日㈯ 13：00～16：00
16日㈰ 10：00～16：00
場所 商工業振興センター ２階
内容 両日：古事記ミニミニ講座
15日：人形浄瑠璃・勝浦座「えびす舞」
16日：記念講演 講師：三木信夫さん
（国の重要文化財 三木家28代目当主）
テーマ：「麁服（あらたえ）の調進と大麻」
阿南商工会議所（☎22－2301）へ

第４回生活習慣病を学ぶ温泉の旅
ハワイアン

時間額

阿南高専
LED 応用技術セミナー

平成25年４月１日から
障害者の法定雇用率が
引き上げられます

踏切事故防止
キャンペーン
90周年を迎えた調停制度

11月30日㈮までにお届けください。

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

教育資金を
「国の教育ローン」が
サポート
裁判員制度
まもなく名簿記載通知等を発送

広報あなん１月号への掲載は

若者の就労相談会

（予約制）

働いておらず、職業訓練も学校も行ってい
ない若者の働くことに関する相談に応じま
す。
（家族からの相談も可）
日時 11月15日㈭ 13：00～17：00
場所 文化会館１階 工芸室
とくしま地域若者サポートステーション
（☎088－602－0553）へ

行政書士による無料相談会

日時

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17日㈯ 9：00～12：00
場所 ひまわり会館
内容 行政に係る許認可手続き（農地転
用、建設 業関係、開発許可、自
動車運送関係等）
徳島県行政書士会徳島南部支部
（☎42－3173）へ

場所

フェスティバル

11月18日㈰

13：30開演
（13：00開場）
つばき会館２階 大ホール（椿町）

椿・椿泊フラダンス友の会の初めての発
表会です。楽しくて、元気になれるフラダ
ンスをご一緒にお楽しみください。
※福引や産直市もあります。
椿・椿泊フラダンス友の会
広田（☎33－1013）へ

第17回
自然とふれあう健康ウオーク
対象

阿南市、那賀町、海部郡に在住、
またはお勤めの方およびその家族
日時 11月18日㈰ 9：00～12：30
場所 阿南市スポーツ総合センター
内容 約３㌔のウオーキング、宝探し（子
ども対象）、抽選会（全員に参加賞）
※雨天時：室内でイベントのみ実施
※参加費無料
徳島南部ライフサポートセンター
（☎24－9501）へ

日時 12月15日㈯ 10：00～15：00
集合 阿南共栄病院玄関
日程 10：00出発（バス）→神山温泉
（医師の健康講話、昼食、入浴）
15：00病院着（予定）
対象 生活習慣病に関心のある方、治療
中で医師から運動制限を受けていない方
定員 20人（定員になり次第締切り）
費用 4,500円程度（昼食、入浴料含む）
※タオル、常備薬などは各自で準備
申込締切日 11月20日㈫
阿南共栄病院看護部
（☎44－3131）へ
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税務署からのお知らせ

独身男女に出会いの場
を提供し阿南市を活性
化させるお見合いパー
ティーです。
日時 12月2日㈰ 13：30～17：00
場所 ザ・シャイニングオブレジェンダ
対象 阿南市内に定住する意思のある20
歳～40歳の独身男女
定員 男女それぞれ30人（申込順）
参加費 男性2,000円・女性1,000円
※申込時にお支払いください。当日欠席し
ても返金はいたしません。
申込締切日 11月22日㈭
阿南商工会議所青年部事務局
（☎22－2301）へ

「光の絆2012」
光のまち
クリスマスイベント

ボランティア募集
内容・日時

内容 ホームステイ、文化交流など
日程 12月24日㈷～平成25年1月2日㈬
の内、７～10日間
派遣先 オーストラリア、サイパン、
フィジー、カンボジア
対象 小学３年生～高校３年生
定員 各グループ20人
参加費 228,000円～358,000円
（共通経費は別途必要）
申込締切日 11月５日㈪ ※申込先着順
※くわしくはお問い合わせください。
㈶国際青少年研修協会
（☎03－6459－4661）へ

高齢・障害・求職者
雇用支援機構
職業訓練生募集
募集訓練科・訓練期間
溶接加工科：12月３日㈪～
平成25年５月31日㈮
電気設備科：12月３日㈪～
平成25年６月28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 11月５日㈪まで
ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

阿南市シルバー人材センター
会員募集
～今月は会員拡大強化の月です～

日本語ボランティア養成講座
在来外国人に日本語をどう教えるのかを
学習します。学習後はボランティアとして
登録します。
期間 【前期】11月17日～12月８日の
毎週土曜日
【後期】平成25年２月９日～
３月２日の毎週土曜日
時間 9：30～12：30 、13：15～16：15
場所 富岡公民館
費用 テキスト代が必要です。
阿南市国際交流協会（☎44−6652）
himawari_aia_2012@yahoo.co.jp へ
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健康で働く意欲のある高齢求職者に会員
となっていただき、就業の提供やボラン
ティア活動の参加を通じ生きがいづくりを
進めています。
【入会案内説明会】
日時 毎月第１・３火曜日 14：00～
※後日、入会受付を行います。
場所 市民会館 ２階
対象 市内の60歳以上の高齢求職者
会費 2,000円（年度）
※労働局の委託を受けて、知識や技能向
上のための講習会も開催しています。
阿南市シルバー人材センター事務局
（☎23−2630）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

11月17日㈯ 10：00～16：00
11月19日㈪～22日㈭ 17：00～20：00
❷クリスマス・リース制作
11月25日㈰ 13：00～17：00
※剪定ばさみを持参してください。
❸ＬＥＤグラス制作
12月9日㈰ 10：00～17：00
場所 光のまちステーションプラザ
光のまちづくり協議会 野村
（阿南商工会議所内☎22－2301）へ

訓練科 介護サービス科Ｂ２
内容
介護員養成研修
２級課程
定員 15人
（母子家庭の母等の
１人を含む）
訓練期間
12月5日㈬～平成25
年3月4日㈪
（土・日・祝日、年
末年始除く）
訓練時間 9：30～16：30
場所 南部ライフサポートセンター
受講料 約10,000円（テキスト代）
申込期間 11月14日㈬まで
選考場所 阿南テクノスクール
訓練科 テレオペレーター科３
内容
電話対応スキル、
ワード・エクセル・
パワーポイント
定員 15人
訓練期間
12月17日㈪ ～平成
25年3月15日㈮
（ 土・ 日・ 祝 日、
年末年始除く）
訓練時間 9：35～15：55
場所 阿南テクノスクール
受講料 約13,000円（テキスト代）
申込期間 12月6日㈭まで
申込先

居住地を所管する公共職業安定
所へ
阿南公共職業安定所（☎22−2016）
阿南テクノスクール（☎26−0250）へ

ステーションプラザ

のまち

年末調整説明会

日時 11月20日㈫ 10：00～12：00、
13：30～15：30
場所 阿南市文化会館（夢ホール）研修棟１階 視聴覚室
対象地域 阿南市
持ってくるもの 事前にお送りした「年末調整関係用紙」

❶ＬＥＤクリスマスツリー制作

阿南テクノスクール訓練生募集

冬休み海外派遣参加者募集

●平成24年分

の仕事」

週間中の活動

インターネットを活用した
広報
関係民間団体等との連携
小学生タックスセミナー
税に関する作文の表彰
税の作品展の開催

▼

クリスマスパーティー
参加者募集！
ろう者と手話で交流しながら手話を身につ
けませんか。初心者も大歓迎です。
【昼コース】
日時 第１・３木曜日 13：30～15：00
場所 羽ノ浦公民館
【夜コース】
日時 毎週金曜日 19：30～21：00
場所 ひまわり会館２階 21世紀室
活動内容 研修旅行、各種イベント参加
※祝日は休み
年会費 2,000円
ＮＰＯ法人つなぐ手たけのこ
中木（☎・FAX 44−3005）へ

11月30日㈮までにお届けください。

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

第11回
阿南商工会議所青年部

手話サークル会員募集

広報あなん１月号への掲載は
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●ｅ‒Ｔａｘを始めよう！

～国税電子申告・納税システム（ｅ‐Ｔａｘ）～

国税に関する手続きが自宅やオフィスからインターネットを通じ
て行えます。
ご利用いただける手続き

▶所得税、法人税、消費税、贈与税、酒税および印紙税の申告
▶全税目の納税
▶申請・届出等
特に、源泉所得税の毎月納付や消費税の中間申告・納
付など、利用回数の多い手続きには大変便利です。
問い合わせは

阿南税務署（☎22－0414）へ

11月の催し
■展示コーナー 10：00 ～ 20：00

※初日と最終日は開催時間が異なります。
※初日12時～、最終日は15時まで

○織と結び 10月30日㈫～ 11月11日㈰
○ふたりのお絵かき展 13日㈫～ 25日㈰
○第５回みちよ花だより教室作品展
27日㈫～ 12月9日㈰
■体験コーナー
○糸でミサンガを作りましょう
4日㈰ 11：00 ～ 14：00
【参加費】300円 【定員】５人
【申込締切日】３日㈯
○プリザーブドフラワーでクリスマスアレンジ
12月2日㈰ 10：00 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00
【参加費】3,000円 【定員】各６人
【申込締切日】28日㈬
阿波踊り活竹人形作り、星形あんどん作りを
常時開催中‼
問い合わせは
光のまちステーションプラザ （☎ 24－3141） へ

自衛官を募集します
募集種目

自衛官候補生

防衛大学校
学
生

資

男子

一般
（後期）

推薦

高等工科学校
生
徒
一般

格

受付期間

試験日

待遇・その他

18歳以上27歳未満
の方

年間を通じて受付

受付時にお知らせ
します。

所要の教育を経て、３カ月後に２
等陸・海・空士に任用
陸上（技術系を除く）は１年９カ
月、陸上（技術系）・海上・航空
は２年９カ月を1任期として任用
（以降２年を１任期）

高卒（見込含）21歳
未満の方

平成25年
１月23日～2月1日

1次：平成25年3月2日
2次：平成25年3月15日

修業年限４年
卒業後１年で３等陸・海・空尉

男子で 中 卒（ 見 込
含）17歳未満、成績
優 秀かつ生徒 会活
動 等に顕 著な実 績
を 納め、学 校 長 が
推薦できる方

11月１日～12月７日

平成25年
1月12日～14日
いずれか1日指定されま
す。

男子で 中 卒（ 見 込
含）17歳未満の方

11月１日～
平成25年１月７日

修業年限３年
卒業後は陸士長

1次：平成25年１月19日
2次：平成25年２月２日
～５日

※待遇などくわしくはお問い合わせください。問い合わせは

自衛隊阿南地域事務所（☎22‐6981）へ
広報
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