市民の情報ひろば

市民の情報ひろばへの掲載について

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

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２月号の締め切りは12月26日㈭です。
メールアドレス hisho@city.anan.tokushima.jp

ブラッシュアップ講座
「管楽器」
（基礎編）
日時

クリスマスの牛岐城趾公園をＬＥＤグラス
で彩りましょう。
日時 12月22日㈰ 10:00～17:00
場所 光のまちステーションプラザ
内容 ＬＥＤグラス制作
参加費 無料
持参物 透明のビン
（直径５㎝以上、高さ10㎝以上）
問 阿南光のまちづくり協議会 野村
（阿南商工会議所内☎22－2301）へ

アイヌの方々からのさまざまな
ご相談をお受けします
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

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集
訓練科 機械加工技術科、住環境計画科
訓練期間 平成26年２月３日㈪～
７月31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㈪～平成26年１月６
日㈪まで
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

放送大学４月生募集
創立30周年を迎えた放送大学では、平成
26年度第１学期（４月入学）の学生を募
集します。放送大学はテレビ等の放送やイ
ンターネットを利用して授業を行う通信制
の大学です。心理学・福祉・経済・歴史・
文学・自然科学など、幅広い分野を学べま
す。
出願期限 平成26年２月28日㈮まで
※資料は無料贈呈
問 放送大学徳島学習センター
（☎088－602－0151）へ

（公財） 人権教育啓発推進センターでは、
アイヌの方々の悩みをお受けするフリーダ
イヤルを開設しています。
受付期間 平成26年１月19日㈰まで
※12月28日㈯～1月5日㈰を除く
時間 10：00～20：00
（土・日・祝日は18：00まで）
フリーダイヤル 0120－771－208
※相談無料、匿名可、秘密厳守
※本相談事業は厚生労働省の平成25年度
社会福祉推進事業により実施するものです。
問（公財）人権教育啓発推進センター
（☎03－5777－1802）
〒105-0012 東京都港区芝大2-10-12
KDX芝大門ビル４階

日時 12月７日㈯ 9:30～14:30
場所 阿南支援学校
表現の部（午前）：児童・生徒が日
内容
頃の学習の成果を発表します。
催しの部（全日）：花の苗や野菜の
販売、陶芸・木工製品の展示販売、
PTAによる食品バザー(カレー、寿司、
おにぎりなど)
※リサイクル品バザー、手工芸品は13:00か
ら販売します。
問 阿南支援学校（☎22－2010）へ
▼

ボランティア募集

第18回阿南支援学校祭

▼

学校で習っている英語を実際に使って、地
域のＡＬＴ（外国語指導助手）たちと英語
活動をしてみませんか。お友達も誘って気
軽にご参加ください。
日時 12月１日㈰ 14:00～16:00
（２カ月に１回活動しています）
場所 富岡公民館 図書室
対象 高校生
参加費 無料
※参加時の服装は自由です。
問 英語活動ひろばＡＣＥ事務局
土井（☎23－5875）へ

「光の絆2013」
光のまち
クリスマスイベント

歌とピアノの贈りもの
vol.1〜オペラって楽しいね！〜
オペラ（歌劇）をもっと身近に楽しく！徳
島県在住のプロのオペラ歌手を中心に結成
されたブランディーヴァが、子どもからお
年寄りまで楽しめる舞台をお届けします。
日時 12月15日㈰ 14:00～（13:30開場）
場所 コスモホール（情報文化センター）
第１部 軽快で甘美なモーツァル
内容
ト作曲のオペラ重唱など 第２部 フラン
スの香り漂うマスネ作曲“シンデレラ”を日
本語版ハイライトで
入場料 全席自由
一般 2,000円（前売りのみ２枚セット
3,000円）
学生 500円（高校生以下）
※未就学児は親子席の予約が必要です。
チケット販売場所 情報文化センター
問 情報文化センター（☎44－5000）へ

親権制限事件の動向
必ずチェック
最低賃金！
使用者も
労働者も
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 12月５日㈭、26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
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平成25年10月30日㈬から

徳島県最低賃金
時間額 666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。
問 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

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時
場所
内容

12月14日㈯ 9:00～12:00
ひまわり会館
遺言の書き方、エンディングノート
とは何か、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）
（☎088－626－2083）
土・日曜日は地域会員 花野
（☎090－3787－0305）へ

民暴弁護士等による
暴力に関する無料相談会
暴力団等から不当要求を受けたり、暴力の
問題で困っている方から無料で相談を受け
る民事介入暴力集中相談（ミンボー相談）
を開催します。
日時 12月７日㈯ 13:00～16:00
場所 徳島クレメントプラザビル（ＪＲ徳
島駅ビル）４階 特設会場
問 警 察本部 暴力追 放ダイヤル（☎088－
626－0110）または（公財）徳島県暴力追
放県民センター（☎0120－893－171）へ

ＡＳＫＰ２周年記念
スケートスクール
日時

12月14日㈯ 9:30～17:00
※雨天の場合は 21 日㈯に延期
場所 羽ノ浦健康スポーツランド
スケートボード場
対象 未経験者や初心者
（性別、年齢制限なし）
内容 周辺の清掃活動、スクール、ミニゲ
ーム、フリースケート
持参物 ボードおよび保護具
参加費 無料（スポーツ保険加入済み）
※くわしくはブログをご覧ください。
問 阿南スケートボード協会（ＡＳＫ）
萩野（☎090－5276－2508）へ
http://blog.livedoor.jp/entotu/

▼

日時 12月15日㈰ 14:30～（14:00開場）
場所 夢ホール（文化会館）
演目 ドン・キホーテ全幕ほか 小品集
※入場無料
問 バレエスタジオ・トゥインクル
岡崎恵子（☎090－1320－7788）へ

高校生のための エース
英語活動ひろばＡＣＥ

▼

バレエスタジオ・トゥインクル
10周年発表会

①12月 ７ 日 ㈯ 18:30～20:30
②12月14日㈯ 18:30～20:30
１月以降の日程は未定です。
（計10回予定）
場所 富岡公民館
募集人数 ５～10人
受講料 １回1,000円
内容 ①呼吸法 ②きれいな音、響きのあ
る音を出そう
講師 新田恭子さん（ソプラノ・アルトサ
クソフォン奏者）
申込方法 電話、またはメールでお名前、
連絡先、楽器をお知らせください。
※１回ごとの参加は可能ですが、継続参加
者を優先します。楽器はご持参ください。
申込締切日 12月２日㈪
問 NPO法人夢ホール市民協議会夢つくり
あなん（☎23－5599）またはEメール
etonne@stannet.ne.jpへ

親権制限事件とは
父または母の親権（財産管理権）の行使に
問題がある場合に、その父または母につい
て、親権を失わせる「親権喪失」、２年以
内の期間に限って親権を行使することがで
きないようにする「親権停止」、財産管理
権を失わせる「管理権喪失」の３つの事件
をさします。
このうち、親権停止は、児童虐待の防止を
図るために、平成24年４月に新設された
制度で、親権を失わせるまでの必要はない
事案でも、この利益を守るために、必要に
応じて親権を制限できることになりました。
問 徳島家庭裁判所事務局総務課
（☎088－603－0111）へ

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
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。
要件 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
徳島県立農林水産総合技術支援センター
経営推進課（☎088－621－2426）へ

記帳・帳簿等の
保存制度のお知らせ
平成26年１月から記帳・帳簿等の保存制
度の対象者が拡大されます。事業所得、不
動産所得または山林所得を生ずべき業務を
行うすべての方（所得税の申告が必要のな
い方も含む）が対象になります。記帳・帳
簿等保存制度の詳細については、国税庁ホ
ームページ（http://www.nta.go.jp）をご
覧ください。
問 阿南税務署（☎22－0414）へ
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