市民の情報ひろばへの掲載について

11月15日㈯ 10:00～16:00
   16日㈰ 10:00～15:30
場所 薬王寺駐車場特設会場（美波町）
問 「四国の右下」右上がり協議会
（美波町商工会内☎0884－77－0759）へ

平成26年度
「阿工祭（文化祭）」一般公開
日時
内容

11月８日㈯ 10:00～14:00
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７日㈮ 10:00～13:00
内容 防災ヘリ、起震車による体験、炊き
出し訓練など
※家具転倒防止金具（100セット）、フラ
ワースタンド（20台）を無料配布
問 阿南工業高等学校（☎22－1408）へ

阿南13仏を巡るウオーク
対象

時速約５㎞で、15㎞以上を歩ける
健脚の方
日時 11月30日㈰ 9:00～16:00予定
集合 9:00 ひまわり会館
駐車場 阿南商工会議所駐車場
ルート ＪＲ阿南駅～浄土寺～観音寺～普
賢寺～真福寺～千福寺～長善寺～
正福寺～ＪＲ阿南駅（約17㎞）
参加料 500円
持参物 弁当、飲み物、雨具、健康保険証
等
※長ズボン、長袖シャツ、履き慣れた靴で
ご参加ください。傷害保険には加入して
います。
問 阿南歩こう会 三間（☎22－1237）へ
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日本女性会議阿南大会アフター事業

わくわく男女共同参画2014
阿南フォーラム
日時 11月９日㈰ 13:30～15:30
場所 夢ホール（文化会館）
コーディネーター 社会心理学講師・カウ
ンセラー 市場恵子さん
ゲストパネラー 四国学院大学社会福祉学
部 教授 大山治彦さん、（一社）終活カ
ウンセラー協会代表理事 武藤頼胡さん
問 わくわく男女共同参画2013阿南協議会
（☎24－3750）へ

会員募集！
シルバー人材センターでお仕事
しませんか

徳島少年少女合唱団
11月２日の音楽祭にゲスト出演

市内在住で、健康で働く意欲、体力、能力
を持っている60歳以上の方なら、会員登
録をして仕事ができます。
入会案内説明会を毎月第１と第３火曜日の
午後 2 時から開催しています。
興味のある方は、ご参加ください。
問 阿南市シルバー人材センター
（☎23－2630）へ

阿南市文化祭の音楽祭にゲスト出演し、徳
島県民の歌や日本の歌４曲、世界の歌 3
曲を合唱します。天使の歌声を聴きに、ぜ
ひ音楽祭にお立ち寄りください。
日時 11月2日㈰ 13:00～(約30分間)
場所 夢ホール（文化会館）
※入場無料
問 阿南市文化協会事務局 松浦
（☎090－1572－6070）へ

裁判員制度
まもなく名簿記載通知等を発送
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。
候補者への通知・調査票の送付 11月中旬
問 徳島地方裁判所事務局総務課
（☎088－603－0111）へ
http://www.saibanin.courts.go.jp/

調停無料相談

若者の就労相談会（予約制）

日時 11月20日㈭ 10:00～15:30
場所 男女共同参画室分室（市民会館内）
内容 調停委員が家庭・土地建物・金銭・
交通事故等の問題でお困りの方に調停手続
きの利用について相談に応じます。弁護士
のアドバイスも予定しています。
問 阿南調停協会（徳島地方裁判所阿南支
部内☎22－0148）へ

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13日㈭、27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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舞台は人を育む力があります！新しい自分
に出会えるチャンスを見つけに、ちょっと
練習をのぞいてみませんか？
募集内容と条件
劇団員（小学１年生～、経験不問、オー
ディションなし） 劇団スタッフ（原則
18歳以上、劇団活動スタッフとして）
活動内容 自主公演 地域イベント参加
年間を通じての活動をめざしています。
費用 劇団員 団費 年間12,000円
レッスン費 年間24,000円
※くわしくは、お問い合わせください。
問 劇団〈夢創〉事務局 片山
（☎090－8287－8823）へ
▼

日時

劇団<夢創>団員・スタッフ募集

▼

第６回
全国丼サミットinみなみ2014

労働条件相談ほっとライン
労働者の方も企業経営者の方も、労働条件
についてご相談ください。（相談無料）
開設期間 平成27年３月31日㈫まで
相談時間 月・火・木・金 17:00～22:00
土・日 10:00～17:00
相談番号 ☎ 0120－811－610
※12月６日㈯は12:00～17:00対応。12
月29日㈪～平成27年１月３日㈯は除く
問 徳島労働局監督課
（☎088－652－9163）へ

シルバー大学阿南校連合OB会
第２回作品展
日時

11月14日㈮～16日㈰
9:00～17:00（最終日15:00まで）
場所 文化会館１階 視聴覚室
内容 絵画、書道、写真、手工芸、文芸作
品など200点
問 シルバー大学阿南校事務局長 松原
（☎22－5729）へ

赤ちゃんのお肌を知ろう！

ベビースキンケア教室
赤ちゃんのお肌の基礎知識を楽しく学びま
す。事前にご予約ください。
日時 11月11日㈫ 10:00～10:45
場所 中野島公民館
定員 親子５組
参加費 500円
持参物 赤ちゃんの飲み物
問 RTA 指定スクール Romaly 金光
（☎24－8710）へ

市民の情報ひろば

J-POWER
ふれあい
コンサート
日時 12月6日㈯ 14:00～（13:30開場）
場所 夢ホール（文化会館）
定員 600人（先着順）
申込方法 往復はがきに氏名、住所、電話
番号、入場希望者名（１枚につき５人まで）
を記入のうえ、11月25日㈫までにお申し
込みください。（当日消印有効）
※入場無料
問 〒 779‐1631 橘町小勝３番地
電源開発㈱橘湾火力発電所「J-POWER ふ
れあいコンサート係」（☎34－3351）へ

バレエスタジオ・
トゥインクル
●第 8 回発表会
日時 11月23日㈷ 13:30～
（13:00開場）
場所 夢ホール（文化会館）
※入場無料
●ワークショップ無料体験会
ステージでバレエスタジオの子どもたちと
一緒に楽しく体験してみませんか。ぜひお
越しください。
（要予約）
問 バレエスタジオ・トゥインクル
岡崎恵子（☎090－1320－7788）へ

阿南高専図書館の利用案内
医療講演会と
弁護士による
Ｂ型肝炎特措法
説明会・無料相談会
開催日 11月９日㈰
場所 商工業振興センター１階
講演「ウイルス肝炎・肝硬変・肝
内容
がんの治療」13:30 ～15:00 講師：柴田
啓志さん（徳島県立中央病院・医師）
Ｂ型肝炎ウイルス感染者の救済のための
特 別 措 置 法 説 明 会・ 無 料 相 談会15:00～
17:00（受付16:00まで）全国Ｂ型肝炎訴
訟大阪弁護団
参加費 無料（申込不要）
問 弁護士 真鍋直樹（全国Ｂ型肝炎訴訟
大阪弁護団）（☎06－6110－9789）へ
Ｂ型肝炎訴訟の相談 全国Ｂ型肝炎訴訟大
阪弁護団（☎06－6647－0300）へ
▼

来夏「ミュージカル新開桜」再演にむけて

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。１月号の締め切りは11月28日㈮です。
メールアドレス hisho@city.anan.tokushima.jp

県立南部テクノスクール
職業訓練生募集
【テレオペレーター科】
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11日㈭～
平成27年3月10日㈫
※土・日・祝日・年末年始は休校
訓練時間 9:35～15:55
場所 県立南部テクノスクール
受講料 無料（テキスト代は自己負担）
申込期間 11月20日㈭まで
申込み 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 公共職業安定所または南部テクノスク
ール（☎26－0250）へ

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。静かに落ち着いて
学習できる自習スペースがあるほか、ＤＶ
Ｄの視聴もできます。所蔵検索や、図書館
開館予定などは、図書館のホームページを
ご覧ください。
開館時間 平日 9:00～19:00
土曜日 11:00～17:00
※春、夏、冬休み期間中の平日は17:00ま
でで、土曜日は休館。
場所 正門を入って一番奥の正面の建物の
2階
※貸出カードの作成には、身分を証明する
もの（運転免許証など）が必要です。
問 阿南工業高等専門学校図書館
（☎23－7106）へ
http://www.anan-nct.ac.jp/library/

阿南高専公開講座
●フリーソフトを使って年賀状を作ろう！
対象 一般の方
定員 10人
日時 12月6日㈯ 13:00～15:00
場所 阿南高専テクノセンター棟３階
第一演習室
受講料 2,700 円（テキスト代、材料費込み）
●七色に光る LED 卓上クリスマスツリー
を作ろう
対象 小学５年生～中学生 定員 10人
日時 12月７日㈰ 9:00～12:00
場所 阿南高専制御棟１階 メカトロ電子
回路実験室
受講料 無料（ただし傷害保険料が必要）
申込期間 11月４日㈫～14日㈮
※定員になり次第締め切ります。
問 阿南工業高等専門学校総務課
企画情報係（☎23－7215）へ
※土、日曜日を除く8:30～17:00

10月１日㈬から

徳島県最低賃金
時間額 679 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 徳島労働局労働基準部賃金室
（☎088－652－9265）
または最寄りの労働基準監督署へ

エイズ相談・夜間検査
日時 12月１日㈪ 17:00～19:00
場所 阿南保健所（領家町野上 319）
費用 無料
※申込不要。匿名で実施。
※結果は、採血後約30分でお伝えできま
す。
※ＨＩＶ検査は、毎週火曜日の11:00～
12:00にも実施しています。
問 阿南保健所（☎28－9874）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時
場所
内容

11月８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）
（☎088－626－2083）
土・日曜日は地域会員 花野
（☎090－3787－0305）へ
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健康いきいき情報
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

阿南税務署 富 岡 町

7日㈮

9：30～11：00

原 田 病 院 富 岡 町 12：40～13：50
阿 南 工 業
宝 田 町 10：00～13：00
高 等 学 校

8日㈯

阿南アピカ 西路見町 15：00～16：30

※ 400ml 献血のみの実施です。
※一般の方のご協力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

ギャンブルについての相談会
日時
場所
内容

11月28日㈮ 14:00～17:00
阿南保健所（領家町野上319）
精神科医による医療相談、弁護士に
よる法律相談
※相談無料。前日までに要予約。
問 阿南保健所（☎28－9878）へ

栄養講座
「野菜たっぷり！ヘルシーバランス食」
日時 11月14日㈮ 10:00～13:00
場所 羽ノ浦公民館
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）
申込締切日 11月７日㈮
問 保健センター（☎22－1590）へ

健康相談 ・栄養相談
対象
日時
場所
内容

市内在住の方
11月７日㈮ 10:00～11:00
ひまわり会館
血圧測定、検尿、体組成の測定
個別健康相談、介護の相談、栄養相
談コーナー
持参物 健康手帳、健診・血液検査の結果
など
問 保健センター（☎22－1590）へ

阿波踊り体操教室
対象
内容

おおむね65歳以上の方
血圧測定、検尿、阿波踊り体操、簡
単な作品作り
講話 「芸術の秋」
（地区により内容の異なる場合あり）
講師 内容により、講師が異なります。
持参物 健康手帳（無い方は交付）
11月の日程
4日㈫

10日㈪
11日㈫
12日㈬

17日㈪

25日㈫
26日㈬
28日㈮

場

所

10:00〜11:30

新

野

公

民

館

13:30〜15:00

宝

田

公

民

館

10:00〜11:30

福井町総合センター

13:30〜15:00

長

10:00〜11:30

中林ふれあい会館

10:00〜11:30

那賀川社会福祉会館

生

公

民

13:30〜15:00

加茂谷総合センター

10:00〜11:30

大野老人憩いの家

13:30〜15:00

橘町総合センター

10:00〜11:30

椿

13:30〜15:00

椿泊老人憩いの家

10:00〜11:30

中野島公民館上中分館

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

公

民

問 保健センター（☎22－1590）へ
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館

対象
日時
場所
講師

運動制限のない方（年齢制限なし）
11月13日㈭ 10:00～11:00
ひまわり会館２階 ふれあいホール
阿波踊り体操愛好会
（阿波踊り体操指導員）
持参物 飲み物、タオル、
健康手帳（無い方は交付します）

あなたのまちで
阿波踊り体操をしてみませんか？
阿波踊り体操指導員が伺います。
くわしくはお問い合わせください。
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
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27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26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

▼▼

達者でおろな健康教室

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。
健診結果振り返り会

「健診データで自分の体を見て
みよう」～介護予防のために～
日時

11月27日㈭

14:00～15:30
（13:30～受付）
ひまわり会館２階 ふれあいホール

場所
内容
●基調講演（申込不要）
演題 「健診データからわかること
～受けっぱなしにしないために～」
講師 むらかみ内科循環器クリニック
村上 昌さん
●少人数での振り返り「自分の健診データ
を見てみよう」（要申込：定員20人程度）
保健師・管理栄養士と健診結果をみてみ
ましょう。
申込締切日 11月17日㈪
持参物 健診・血液検査の結果など
問 保健センター（☎22－1590）へ

集団検診のご案内
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、採便
容器の提出は検診当日のみ受付 )、歯周疾
患検診
日程 12月２日㈫ ひまわり会館
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 し 込 み い
ただくと、問診票等が自宅に届きます。
問 保健センター（☎22－1590）へ

●平成26年分 年末調整説明会

対象地域 阿南市
日時 11月21日㈮
10:00～12:00、13:30～15:30
場所 文化会館研修棟 2 階 研修室 1
持参物 事前にお送りした「年末調整関係用紙」

●「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
・税に関する作品の表彰
・税の作品展の開催

● e‐Tax を始めよう!

～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、消費税、法人税、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
※ 平成26年 ６ 月 か ら、 ス マ ー ト フ ォ ン や タ ブ レ ッ ト 端 末 で、
e-Tax の一部の手続等ができるようになりました。
問 阿南税務署（☎22－0414）へ

問 かもだ岬温泉保養センター
（☎ 21 － 3030）へ

日時 12月７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

森林所有者の皆さまへ

土地の取引に係る事前届出制度
徳島県では、平成26年４月１日から「徳島県豊かな森林を守る条例」
を施行しました。本条例では、豊かな森林を次世代につなげていく
ため、県、市町村、県民の責務を明らかにするとともに、特に管理
が必要な地域を森林管理重点地域と定め、土地の取引に係る事前届
出（相続は除く）の新たな制度を実施することにしています。この
事前届出制度が11月から始まりますので、森林の売買等の予定が
ある場合は、徳島県のホームページで指定地域をご確認いただくか、
または下記までご連絡ください。
問 徳島県林業戦略課（☎088－621－2447）へ

高校進学について、お悩みの中学生および保護者さまに朗報！
☆第61期 陸上自衛隊高等工科学校（男子校）のご紹介☆
高等工科学校とは？
某バラエティー番組でも特集され話題となりましたが、将来、陸上自衛隊において高機能化・システム化された装
備品を駆使・整備・運用するとともに、国際社会においても自信を持って対応できるスペシャリストとなる自衛官
を養成するための高校制度です。将来は、防衛大学校や航空学生（パイロット）コースなどの受験も可能で、より
ハイレベルな進路を選択する生徒もいます。
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高校生でありながら、特別職国家公務員（生徒）となります。

受験対象

来春卒業予定の中学３年生（17歳未満の男子）

手当等

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

受付期間

平成27年１月９日㈮まで

試験会場

海上自衛隊徳島航空基地内（板野郡松茂町住吉）

衣食住

全寮制となりますが、食費・寮費・光熱水料等は一切無料。
制服類・寝具類等については支給および無料貸与します。

休日等

週休２日制、祝祭日、夏季・年末年始休暇等（夏、冬休み）

試

教育等

神奈川県立横浜修悠館高等学校（全日制方式の通信制）に
入学し、高等学校学習指導要領に準拠した教育を受けます。
専門教育として電子機械工学、情報工学、防衛基礎学とし
て防衛教養などを学び、3 年次には教養専修、理数専修、
国際専修の内いずれかのコースを選択します。
クラブ活動も盛んに行われ、学生全員が運動部と文化部に
加入し、地方大会や全国大会等でも活躍しています。

１次試験：平成27年１月24日㈯
試験科目「国・社・数・理・英（ﾏｰｸｼｰﾄ）
、
作文（500字）
」
１次発表：平成27年１月30日㈮
２次試験：平成27年２月５日㈭～８日㈰までの間の
指定する１日
試験種目「面接、身体検査」
合格発表：平成27年２月20日㈮

かもだ岬温泉保養センター

【11 月の休館日】
4日㈫、10日㈪、17日㈪、25日㈫

第14回篠岡杯ソフトバレーボール大会
参加チーム募集

税務署からのお知らせ

婦人がん検診のご案内
検診内容：乳がん（要予約／保健センター
へ）、骨粗しょう症検診
★印の会場では、子宮頸がん検診も併せて
行います。（午後のみ）
検診日程
11月19日㈬ ひまわり会館
   22日㈯ 那賀川社会福祉会館★
   30日㈰ 羽ノ浦公民館★
受付時間 9:00～10:00
13:00～14:30
問 保健センター（☎22－1590）へ

市民の情報ひろば

受験要項および願書の請求、受験相談など
◆お問い合わせ、ご用命等はお気軽にどうぞ！◆

験

そ の 他

受験料

無料

内申書の提出は不要ですので、受験手続は簡単です。
防衛省指定の専用願書一枚のみの提出で出願可能。
試験当日は、試験会場までの無料送迎も実施していま
す。

問い合わせは

自衛隊 徳島地方協力本部 阿南地域事務所
富岡町内町164番地 内町会館１階
（☎22－6981） 担当：清原
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