広報あなん３月号への掲載は

１月31日㈭までにお届けください。

アフリカ音楽を楽しもう！
本物のアフリカ音楽に親しみながら人権に
ついてのトークやダンスを楽しんでみませ
んか。
日時 １月19日㈯ 14：00～15：30
（13：30開場）
場所 文化会館夢ホール 視聴覚室
※入場無料です。
アフリカ音楽に親しむ会 北岡
（☎090－3180－9356）へ

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

あなん子ども太鼓クラブ
会員募集

羽ノ浦新春凧揚げ大会

日本の子どもに日本の太鼓を！
和太鼓の響きで、地域文化発展、親睦・
交流を図ります。
対象 阿南市在住の小学校１年生以上の
児童（現在幼・保年長児可）
場所 宝田公民館
時間 毎週金曜日 19：00～
※見学にお越しください。
あなん子ども太鼓保護者会 達田
（☎090－9773－0332）へ

3m の大凧を揚げます。凧揚げが好きな
方、一緒に揚げましょう！
日時 １月３日㈭ 10：00～15：00
※雨天の場合は４日㈮に順延
場所 那賀川河川敷第３緑地公園
（羽ノ浦町明見）
※既製の凧・手作り凧持ち込み歓迎。
子ども用の貸出し凧あります。
（無料）
羽ノ浦町おやじの何でも塾 福井
（☎090－5717－7334）へ

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 １月17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

成年後見制度無料相談会
日時 １月26日㈯ 9：00～12：00
場所 ひまわり会館
内容 成年後見制度や後見人をたてるこ
となどに関する相談
徳島県行政書士会
（☎088－626－2083）
土・日曜日は地域会員 花野
（☎090－3787－0305）へ

たこ

高齢・障害・求職者雇用支援機構
職業訓練生募集
募集訓練課
機械加工技術科、住環境計画科
訓練期間 ２月１日㈮～７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７日㈪まで
ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

税務署からの
お知らせ
●年金受給者の皆さまへ
大切なお知らせ
公的年金等の収入金額の合計額が400万
円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得
以外の所得金額が20万円以下の方は、所
得税の確定申告
（提出・納税）が不要です。
ただし、所得税の還付を受けられる方や、
確定申告書を提出することが要件とされて
いる特例（株式等の損失の翌年以降への
繰り越しなど）を受けられる方は、確定申
告書の提出が可能です。
※所得税の確定申告書を提出しない場合
であっても、住民税の申告が必要な場合
があります。所得税と住民税のどちらの申
告が必要であるか不明な方は、税務署・
市町村のどちらでも相談等に応じますの
で、いずれか近い方にお越しください。
阿南税務署（☎22－0414）へ
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阿南市軟式野球連盟
加盟登録を受付します

阿南第九の会 第4回演奏会
日時

平成25年度阿南市軟式野球連盟への加
盟登録を受付します。
受付クラス ▶一般の部（年齢制限なし・
学生を除く）▶壮年の部（40歳以上）▶
実年の部（50歳以上）
受付期間 １月20日㈰～２月12日㈫
申込み・問い合わせは
阿南市軟式野球連盟事務局 阿部
（☎090－8974－6985）へ

２月３日㈰
14：00開演（13：30開場）
場所 コスモホール
内容 ▶日本の歌 ｢冬景色｣ ほか▶オペ
ラアリアと合唱「ナブッコ」ほか▶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。
阿南第九の会事務局
（☎090－3611－3106）へ

第45回
阿南市社会
福祉大会・
阿南市ボランティアフェスティバル

とくしまアグリテクノスクール
「地域あぐり研修」受講生募集

「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
た方々をたたえる阿南市社会福祉大会を
開催します。お子さま向けの楽しいイベ
ントが盛りだくさんの阿南市ボランティア
フェスティバルを同時開催します。
日時 １月19日㈯ 10：00～（9：30～受付）
場所 夢ホール、富岡公民館
社会福祉協議会（☎23－7288）へ

「四国一斉！
法務局休日相談所」開設

内容

受講生が希望する農作物の栽培方
法や農産物加工などの実地研修
期間 県内の先進農家で５日間
※農業未経験者を対象にした１日
入門コースもあります。
用件 県内の就農者または就農予定者
※入門コースは農業に関心のある方
申込方法 申込書を提出してください。
書類請求・提出・問い合わせは
徳島県農林水産総合技術センター
普及教育課（☎088－621－2427）へ

阿南光のまち
ステーションプラザ

日時

１月27日㈰
10：00～15：00
※予約制、無料
※相談時間は30分程度
開設場所・申込み先
徳島地方法務局
阿南支局☎22－0410
美馬支局☎0883－52－1164
徳島駅クレメントプラザ5階
クレメントサロン☎090－8972－8301
申込期間
1月7日㈪～23日㈬ 9：00～17：00
（土・日・祝日を除く）
徳島地方法務局総務課
（☎088－622－4318）へ

市民の情報ひろば

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。
（公財）徳島県生活衛生営業指導センター
（☎088－623－7400）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19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

1 月の
催し

■展示コーナー
10：00～20：00
○賀上書道教室作品展
４日㈮～20日㈰
○フェルトスイーツ＆パッチワーク
作品展
22日㈫～２月３日㈰
体験コーナーの利用者を募集しています。
阿波踊り活竹人形作り、
星形あんどん作り常時開催中！
光のまちステーションプラザ
（☎24－3141）へ

阿南ロータリークラブ主催

第25回小学生一輪車記念大会
一輪車大会は平成元年から始まり、阿南
市内外の小学校から総勢250人余りが参
加する大会です。応援よろしくお願いしま
す。
日時 １月６日㈰ 12：00～
場所 阿南工業高等学校グラウンド
阿南ロータリークラブ
（☎23－3988）へ
http://www.anan-rc.com

県民の運動・スポーツの実態に
関するアンケート調査を実施
今後のスポーツ推進の基礎資料とするこ
とを目的に「県民の運動・スポーツの実態
に関するアンケート調査」を実施しますの
でご協力ください。
調査期間 １月中旬～１月31日㈭
調査方法 無作為抽出による郵送での調
査・回答
徳島県県民スポーツ課
（☎088－621－2113）へ

小学生～高校生のための
春休み海外派遣参加者募集
内容 ホームステイ、文化交流など
日時 ３月24日㈰～４月５日㈮の内、9～
11日間
派遣先 アメリカ、イギリス、カナダ、
カンボジア、フィジー
対象 小学3年生～高校3年生
参加費 298,000円～438,000円
（共通経費は別途必要）
申込締切日 ２月４日㈪
㈶国際青少年研修協会
（☎03－6459－4661）へ
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