
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。平成26年１月号の締め切りは11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。

　 　
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。
開館時間　平　日：  9:00～19:00
　　　　　土曜日：11:00～17:00
※春・夏・冬期休業期間中の平日は17:00
までで、土曜日は休館です。

場所　正門を入って一番奥の正面の建物
（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。
※静かに落ち着いて学習できる自習スペー
スがあります。
※DVDの視聴ができます。所蔵検索や、
図書館カレンダーなどは、図書館ホーム
ページから見ることができます。
問 阿南工業高等専門学校図書館
　（☎23－7106）へ
http://www.anan.-nct.ac.jp/library/

　 　
薬草「三

み

島
しま

柴
さい

胡
こ

」栽培説明会

現在、徳島県内で中山間地域を含む農業所
得の確保と耕作放棄地の解消を目的に、薬
草栽培の取組が広がりを見せています。三
島柴胡は、多くの漢方薬に使用され、今後
ますます需要が拡大すると考えられていま
す。中山間地域での鳥獣被害の心配もほと
んどなく、製薬会社との契約栽培で価格が
安定することから、農家の新たな収入源と
して期待されています。
薬草に関心を持つ農家の方を対象に「薬草
栽培説明会」を開催します。多数ご参加く
ださい。
日時　11月11日㈪　10:00～12:00
場所　市役所3階　第2会議室
問 阿南市生薬生産組合みのりの森　
　 湯浅（☎090－8699－0123）へ

　 　

まもなく名簿記載通知等を発送

　 　第13回篠岡杯ソフトバレー大会
参加チーム募集

日時　12月８日㈰　9:00　開会式
場所　スポーツ総合センター
種目　レディース（30歳代、40歳代、50歳
以上、フリー）、ミックスブロンズ（男女30
歳代）、ミックスシルバー（男女40歳代）、ミ
ックスゴールド（男女50歳以上）、ミックス
フリー（男女年齢制限なし）の８種目
チーム構成　監督１人・選手８人以内
参加料　１チーム　3,000円
申込締切日　11月25日㈪
問 阿南市バレーボール協会
　 瀧本（☎090－7627－6984）または
　 辻（☎090－3184－3016）へ

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

「法教育授業」・「出張講座」
受講者募集

【法教育授業】
対象　小・中・高校生
内容　「約束について」「契約について」

「インターネット等による人権侵害
について」など

時間　45～60分程度
【出張講座】
対象　一般の方
内容　「土地の境界について」「相続につい

て」「成年後見制度について」など
時間　60分程度
※職員派遣についての費用は一切不要。
※できれば、参加者20人以上での申込み
をお願いします。
問 徳島地方法務局総務課
　（☎088－622－4318）へ
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokushima

県立南部テクノスクール
職業訓練生募集

訓練科　介護初任者研修科２
内容　徳島県介護職員初任者研修課程
定員　15人（母子家庭の母等の１人含む）
訓錬期間　12月18日㈬～平成26年3月17
日㈪（日・祝日・年末年始は休校日）
訓練時間　9:30～16:10
場所　南部ライフサポートセンター
※駐車場はありません
受講料　無料（テキスト代は自己負担）
申込期間　11月22日㈮まで
申込み先　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。
問 阿南公共職業安定所（☎ 22－2016）
または南部テクノスクール（☎26－0250）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
　 石川・林（☎088－623－0612）へ
　（水曜日・祝日・年末年始を除く）
http://www.pref.tokushima.jp/shohi

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集

募集訓練科　テクニカルオペレーション科、
電気設備科、住宅リフォーム技術科
訓練期間　平成26年１月６日㈪～
　　　　　６月30日㈪
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）
受講料　無料（テキスト代等は必要）
募集期間　12月2日㈪まで
問 ポリテクセンター徳島
　（☎088－654－5102）へ

第12回
阿南商工会議所
青年部

クリスマス
パーティー
参加者募集

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８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志のある、

40歳以下の独身の方
定員　男性24人・女性24人（申込順）
申込締切日　11月29日㈮
参加費　男性2,000円・女性1,000円
※申込時にお支払ください。当日欠席して
も返金しません。
問 阿南商工会議所青年部事務局
　（☎22－2301）へ

手話サークルたけのこ
参加者募集

ろう者との交流で手話を身につけています。
いつでも見学できます。初心者歓迎！

【昼コース】 第1・3木曜日　13:30～15:00
羽ノ浦公民館

【夜コース】 毎週金曜日　19:30～21:00
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
年会費　2,000円
問 ＮＰＯ法人つなぐ手たけのこ
　 中木（☎・FAX 24－9824）へ

　 　

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。
稽古日時　毎週金曜日　19:00～20:00
場所　武道館（大潟町）
対象　5～15歳
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

　 　

平成25年度 『阿工祭』 

日時　11月９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

【地域合同防災訓練】
日時　11月８日㈮　10:00～13:30
内容　起震車体験・炊き出し訓練など
※家具転倒防止金具（200セット）の無料
配布や、小川典子さんによるソプラノコン
サートもあります。
問 阿南工業高等学校（☎22－1408）へ

　 　

腰痛予防に真
まっ

向
こう

法
ほう

体操を！

【阿南真向会富岡教室】　富岡公民館
日時　毎月第２火曜日　  9:30～10:30
　　　　　　　　　　　18:00～19:00
　　　毎月第２水曜日　19:00～20:00
問 石澤（☎23－3310）へ

【阿南真向会見能林教室】　見能林公民館
日時　毎月第３火曜日　18:00～19:00
問 杉本（☎22－5140）へ

【阿南真向会憩教室】　富岡老人憩いの家
日時　毎週土曜日　9:30～11:00
問 西田（☎090－6289－3031）へ

　 　

阿南市フォークダンス（民踊）連盟

創立55周年記念民踊大会

創立15周年より5年ごとに開催している民
踊大会です。日本フォークダンス連盟徳島
県支部の協賛を得て約40曲の日本民踊を
ご覧いただけます。「日本の心のふるさ
と」として各地で伝承されてきた、素朴で
あたたかい日本の踊りをお楽しみください。
日時　12月１日㈰　10:30開演（無料）
場所　夢ホール（文化会館）
問 阿南市フォークダンス（民踊）連盟会長
　 𠮷田（☎44－2644）へ

　 　阿波南部シェアリングネイチャー
自然とあそぼう月例会

（11～12月） 

対象　小・中学生
（４歳以上の幼児は保護者同伴で参加可）

●親子で楽しむネイチャーゲームと講演
日時　11月10日㈰　10:00～12:00
場所　東部自然公園（雨天の場合はひまわ
り会館１階　健康ルーム）
講師　東京成徳大学教授　石崎一記さん
演題　「自然の中での遊びで育まれるもの」
申込締切日 11月4日㈪　参加費 1人100円

●畑のネイチャーゲーム
日時　12月８日㈰　10:00～12:00
場所　徳島市丈六町栗田グリーン丈六の近
くの畑（緑のネイチャーゲームの旗が目印）
申込締切日　12月４日㈬　
参加費　１人200円
問 阿波南部シェアリングネイチャー事務局
　 松田（☎080－5665－1567）へ

　 　

第18回
自然とふれあう健康ウオーク

日時　11月23日㈷　9:00～12:30
場所　スポーツ総合センター
内容　サンアリーナを起点に約4㌔のウオー
キング、宝探し（子ども対象）、抽選会（全員
に参加賞あり）
参加対象　市内在住の勤労者の方およびそ
の家族
※雨天時：室内でイベントのみ実施
※参加費無料
問 徳島南部ライフサポートセンター事務局
　（☎24－9501）へ

　 　

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

日時　11月９日㈯　9:00～12:00
場所　ひまわり会館
内容　遺言の書き方、相続の手続き、成年後

見制度や後見人をたてることなどに
関する相談

問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
　（☎088－626－2083）
　 土・日曜日は地域会員　花野
　（☎090－3787－0305）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。予約等は必要ありません。
直接会場にお越しください。
日時　11月16日㈯　9:00～12:00
場所　ひまわり会館
相談内容　農地転用、建設業関係、開発許可、

自動車運送関係等行政に係る許
認可手続き・相続等

問 徳島県行政書士会　徳島南部支部
　（☎42－3173）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　11月14日㈭、28日㈭ 13:00～17:00
場所　文化会館 1階　工芸室
問 とくしま地域若者サポートステーション
　（☎088－602－0553）へ

　 　
国の教育ローン

融資額　300万円以内
　　　　（学生・生徒１人につき）
利率　年2.55％（母子家庭または世帯年

収（所得）200万円（122万円）以
内の方は年2.15％）

　　　※平成25年10月１日現在
返済期間　15年以内（母子家庭、交通遺

児家庭の方などは18年以内）
元金据置期間　在学期間内（在学期間内は
利息のみのご返済とすることができます。
元金据置期間はご返済期間に含まれます。）
問 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
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日時　11月８日㈮　10:00～11:30
場所　ひまわり会館2階 ふれあいホール
講師　徳島大学 大学開放実践センター
　　　教授　田中俊夫さん
対象　運動制限のない方（年齢制限なし）
持参物　飲み物、タオル、健康手帳（無い

方は交付します）
問 保健センター（☎22－1590）へ

阿波踊り体操教室

検診日程　11月28日㈭　ひまわり会館
検診内容　胃がん・肺がん・前立腺がん・
肝炎ウイルス・大腸がん（※要予約、検診
当日以外は採便容器の提出はできませ
ん。）・歯周疾患検診
受付時間　9:00～10:00
検診日２週間前までに総合健診センター
（☎088－678－7128）へお申込みいた
だくと、問診票等が自宅に届きます。

婦人がん検診のご案内
検診日程　
11月14日㈭　★羽ノ浦公民館
　　 26日㈫　　ひまわり会館
　　 30日㈯　★那賀川社会福祉会館
検診内容　乳がん、骨粗しょう症検診
受付時間　　  9:00～10:00

★13:30～14:30
★印は子宮頸がん検診も実施。
※乳がん検診のみ予約が必要です。保健セ
ンターまでご連絡ください。

大腸がん検診を受けられる方へ
次の医療機関が追加されました。12月15
日㈰までが医療機関の有効期限ですので、
ぜひ受診してください。(診療時間内)
追加医療機関　瀧内科・外科医院
才見町屋那婆24－１（☎24－9133）

問 保健センター（☎22－1590）へ

集団検診のご案内

日時　11月12日㈫　
　　　14:00～15:30（受付13:30～）
場所　ひまわり会館２階 ふれあいホール
内容　第１部「大腸がん検診を受けよう」

講師　宮本病院診療医長　
　　　宮本英典さん

　　　第２部「野菜でがん予防」
講師　管理栄養士
　　　三野千恵子さん

※入場無料・申込み不要
問 保健センター（☎22－1590）へ

あなたを大腸がんから守る講演会

日時　11月28日㈭
　　　14:30～16:00（受付14：00～）
場所　ひまわり会館2階 ふれあいホール
内容　●基調講演　

「生活習慣病予防について」
講師　富永医院　富永俊彦さん

　　　●講話　
　　　・阿南東部高齢者お世話センター　
　　　　滝川道子さん
　　　・市介護・ながいき課　職員
　　　・市保健センター　職員
問 保健センター（☎22－1590）へ

介護予防事業講演会
「元気でいきいき暮らすために」
～知っとこう、介護保険～

対象　 ▼阿南市に住民登録のある65歳以
上の方 ▼60歳～65歳未満の方で心臓・腎
臓または、呼吸器の機能に自己の身辺の日
常生活が極度に制限される程度の障がいが
ある方および、ヒト免疫不全ウイルスによ
り免疫の機能に日常生活がほとんど不可能
な程度の障がいがある方
接種期間　
11月１日㈮～平成26年１月15日㈬
※休診日は除く
接種費用　1,800円
　　　　　（生活保護世帯の方は無料）
接種費用負担回数　１回
接種場所　阿南市内の委託医療機関
持参物　平成25年度がん検診等受診券お

よび65歳以上インフルエンザ予
防接種券

問 保健センター（☎22－1590）へ

高齢者インフルエンザ予防接種

対象　市内在住の40歳以上の方
定員　30人
内容　講義と調理実習
参加費　400円（調理実習費として）

●11月22日㈮　10:00～13:00
場所　ひまわり会館
申込締切日　11月12日㈫
●12月３日㈫　10:00～13:00

場所　那賀川社会福祉会館
申込締切日　11月25日㈪

問 保健センター（☎22－1590）へ

栄養講座
『野菜たっぷり！ヘルシーバランス食』

かもだ岬温泉保養センター

【11 月の休館日】
5日㈫、11日㈪、18日㈪、

25日㈪　

問 かもだ岬温泉保養センター
（☎21－3030）へ

健康いきいき情報

問 徳島県赤十字血液センター
（☎088－631－3200）へ

 献血にご協力ください（11 月）

実施日 採血場所 所在地 採血時間

１日㈮

阿 南 税 務 署 富 岡 町 9：30～11：00

原 田 病 院 富 岡 町 12：30～13：50

阿南生コンクリート工業㈱
（阿南ライオンズクラブ協賛） 宝 田 町 14：40～16：30

21日㈭ 阿 南 ア ピ カ 西路見町 10：15～12：30
14：00～16：30

市民の情報ひろば

11月の催し

光のまちステーションプラザ

■展示コーナー　　10:00 ～ 20:00

○阿南風景百選作品展示　  6日㈬～15日㈮
○手作り癒しアート展　　19日㈫～12月１日㈰
　※初日と最終日は開催時間が異なります。

■体験コーナー

○松ぼっくりを装飾してアロマの香り付け　
松ぼっくりをかわいく装飾して、アロマの香
りを付けてミニクリスマスツリーを作ります。
日時　17日㈰　13:00～15:00　　
参加　1,000円　　
定員　６人　　
持参物　ペットボトルのキャップ
申込締切日　11月15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　阿南光のまちステーションプラザ
　　　　　　　（☎ 24－3141）へ

●平成25年分　年末調整説明会
日時　11月21日㈭　10:00～12:00、13:30～15:30
場所　文化会館研修棟１階　視聴覚室
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」

●国税電子申告・納税システム（e‐Tax）
自宅や事務所などからインターネットを利用して、国税に関する手続き
を行うことができます。
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

問い合わせは　阿南税務署（☎22－0414）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　

▼インターネットを活用した広報

▼講演会の実施

▼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

税務署からのお知らせ

※資料請求、手続きの要領、受験についての相談など
ご連絡をいただければくわしい内容を説明に伺います。

問い合わせは　富岡町内町164番地
自衛隊　徳島地方協力本部　阿南地域事務所
（☎22ー6981）へ

生 徒 の 待 遇
身　分 特別国家公務員（生徒）※自衛官ではありません

手当等 月額 94,900 円、年２回期末手当（６月、12月）
入学金および授業料等は必要ありません。

衣食住 全員が駐屯地で生活し宿舎は無料で、食事・制服
類・寝具については支給または貸与します。

休日等 週休２日制、祝日、夏季・年末年始休暇等

教育等

通信制高校（神奈川県立横浜修悠館高等学校）に
入学し、高等学校の普通科と同様の教育を受けます。
その他、専門教育として電子機械工学、情報工学、
防衛基礎学として防衛教養、戦闘・戦技訓練など
を学びます。

卒業後 生徒課程修了時に高等学校卒業資格を取得し、卒
業後、陸士長として任用、１年後３曹へ昇任

試　験　情　報
資　 格 中卒（見込含）17歳未満の男子

受付期間 平成26年１月10日㈮まで 受験料 無料

試験会場 松茂町　海上自衛隊基地

試　 験

１次試験：平成26年１月18日㈯　
　試験科目「国・社・数・理・英（マークシート）、作文」　
１次発表：平成26年１月27日㈪

２次試験：平26年２月１日㈯～４日㈫までの間の指
定する１日　

　試験種目「口述試験、身体検査」
合格発表：平成26年２月21日㈮　

そ の 他
試験会場までの送迎は、要望により広報官が行います。
高校の併願は可能です。推薦採用もありますのでくわ
しくはお問い合わせください。

つながる希望、ひらける将来！陸上自衛隊　高等工科学校

対象　おおむね65歳以上の方
内容　血圧測定、検尿、阿波踊り体操
講話「おいしく楽しく食べましょう」
講師　栄養士
持参物　健康手帳（無い方は交付します）

達者でおろな健康教室

問 保健センター（☎22－1590）へ

11月の日程 場　所

  5日㈫
10:00~11:30 新 野 公 民 館

13:30~15:00 宝 田 公 民 館

  6日㈬ 10:00~11:30 中野島公民館上中分館

  8日㈮
10:00~11:30 桑野コミュニティセンター

13:30~15:00 羽 ノ 浦 公 民 館

11日㈪
10:00~11:30 福井町総合センター

13:30~15:00 長 生 公 民 館

12日㈫ 10:00~11:30 中 林 ふれあい会館

13日㈬
10:00~11:30 那賀川社会福祉会館

13:30~15:00 加茂谷総合センター

25日㈪
10:00~11:30 大 野 老人憩いの家

13:30~15:00 橘 町 総合センター

26日㈫
10:00~11:30 椿 公 民 館

13:30~15:00 椿 泊 老人憩いの家

※ 400ml 献血のみの実施です。
※一般の方のご協力もよろしくお願いします。
問 徳島県赤十字血液センター
　（☎088－631－3200）へ

陸上自衛隊高等工科学校とは？
　将来、陸上自衛隊において、高機能化された装備品の整備・運用について中心となって活躍する専門技術者
を育成する学校です。その教育については、国際社会において自信を持って対応できる自衛官となる者を養成
することを目的に中学校卒業者等を対象に採用し、入校と同時に通信制高校（神奈川県立横浜修悠館高等学校）
に入学し、高等学校の普通科と同等の教育を受けつつ、規則正しい団体生活とスポーツ活動等を通じて「知・徳・
体」を兼ね備えた、バイタリティに富む生徒を育成します。
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