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。12月号の締め切りは 10月31日㈪です。
メールアドレス hisho@city.anan.tokushima.jp

劇団〈夢創〉
第17回公演 音楽劇

商店街等活性化セミナー
“まちゼミ”編
“ まちゼミ ” を中心とした取組を題材に掲
げて、大量量販店にはない、個店の魅力を
生かした新たな商店や商店街の活性化策を
学ぶため、講演会＆勉強会を開催します。
日時 10月７日㈮ 19:00～
場所 羽ノ浦町商工会館２階
講師 内閣府地域活性化伝道師 経済産業
省タウンプロデューサー 岡崎まち
ゼミの会 代表 松井洋一郎さん
受講料 無料
問 羽ノ浦町商工会（☎44－4858）へ

ママと赤ちゃんのふれあい教室
●ファーストサイン教室
まだ上手におしゃべりができない赤ちゃん
に、もっとファーストサインで気持ちを伝
えよう♪
10月 6日㈭ フェイスサインで気持ちを
伝えよう
   13日㈭ ボイスサインで気持ちを伝
えよう
   20日㈭ サインで気持ちを伝えよう
対象 ０歳～２歳までの親子５組
●1歳から始める♪ベビーマッサージ教室
ベビー期を過ぎしっかり動けるようになっ
た今こそたくさんわが子にふれよう！
10月 7日㈮ お家ですぐできるベビーマ
ッサージ
   14日㈮ 便秘や風邪予防に効果的な
ベビーマッサージ
対象 はいはい期～４歳までの親子５組
持参物 バスタオル１枚
●教室中の写真でアルバム作り♪
10月27日㈭ 上記の教室に参加された時
の写真でアルバムを作成し
ます。
〈共通事項〉
時間 10:00～11:00
場所 中野島公民館2階 和室
材料費 １回1,500円
※要予約
問 RTA指定スクール Romaly金光
（☎24－8710）へ

全国一斉！法務局休日相談所
日時 10月２日㈰ 10:00～15:00
場所 徳島地方法務局（徳島市）
相談時間 30分以内
相談内容 登記・供託・戸籍・国籍・人権、
公証事務（遺言証書作成、成年
後見等）に関する相談全般
相談料 無料
※予約制ですが、予約に空きがある場合は
当日でもご相談をお受けします。
問 徳島地方法務局総務課
（☎088－622－4318）へ
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阿南市シルバー人材センター主催

「遙

洋子さん」講演会

シルバー人材センター設立30周年を記念
して講演会を開催します。
日時 11月26日㈯ 14:15～15:45
場所 夢ホール（文化会館）
講師 遙 洋子さん（タレント・作家）
演題 「はつらつ生きて活きて輝いて」
申込方法 シルバー人材センター（市民会
館2階）に直接お越しのうえ、
お申し込みください。1人2枚
まで指定席券を配布します。電
話での申込みは受け付けません。
申込期間 10月3日㈪～定員に達するまで
定員 100人
入場料 無料
問 シルバー人材センター（☎23－2630）へ
※土、日、祝日を除く9:00～16:00

スポーツいきいき
交流イベント
日時
場所
内容

11月13日㈰ 9:30～11:30
那賀川スポーツセンター
親子の運動遊び・キックバイク体験、
ニュースポーツ・昔遊び、格闘技エ
クササイズ、スポンジテニス、スポ
ーツチャンバラ、コンディショニン
グケア
参加費 無料
主催 Rex なかがわ、サンアリーナスポ
ーツクラブ、徳島県総合型地域スポ
ーツクラブ連絡協議会
後援 阿南市教育委員会
※動きやすい服装、室内用シューズ持参で
ご参加ください。
問 Rexなかがわ事務局（那賀川スポーツ
センター内☎42－0390）へ

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集
募集訓練科
（６カ月）
●構造物加工技術科デュアルコース
訓練期間 12月１日㈭～
平成29年５月30日㈫
●電気設備技術科デュアルコース（７カ月）
訓練期間 12月１日㈭～
平成29年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）
※概ね40歳未満の方対象
受講料 無料（テキスト代等は必要）
募集期間 10月３日㈪～11月７日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

いける、いける、
Don't worry.
Be happy!
40年前、加茂谷であった不思議な出来事！
かも道はここからよみがえった！
日時 10月 9日㈰ 18:00～
   10日㈷ 11:00～、15:00～
※上記は開演時間、開場は各公演の30分前
場所 夢ホール（文化会館）
入場料 一般2,000円、高校生以下1,000円
一部指定席有り 座席指定券500
円（入場券と併せてお使いくださ
い。座席指定券は事務局で販売し
ています。）
※当日券も販売します。
問 劇団夢創事務局
（太陽高速印刷内☎22－0268）へ

第42回「春日野まつり」
あななん、すだちくんも来るよ。
日時 10月９日㈰ 12:00～22:00
※雨天の場合は一部中止あり
場所 春日野体育館、春日野グラウンド周
辺（羽ノ浦町）
内容 パットライス無料配布（13:00～）、
「あめご」つかみ取り大会、子ども
さんとお年寄りの輪投げ、じゃんけ
ん大会、和太鼓、ジャム缶（地元メ
ンバー）によるコンサート、もち投
げ、阿波踊りなど
※夜店もたくさん出ます。
問 春日野まつり実行委員会 船田
（☎090－1575－1630）へ

県立南部テクノスクール
受講生募集
対象

離転職者等で、公共職業安定所長か
ら受講あっせんを受けた方
訓練科 ①IT技能科２
②テレオペレーター科
内容 ①ワード、エクセル、パワーポイン
トなど②電話対応スキル、ワード、
エクセル、パワーポイントなど
訓練期間 ①11月14日㈪～平成29年２月
13日㈪ ②12月１日㈭～平成
29年２月28日㈫
※日、祝日、年末年始は休校
訓練時間 ①9:00～15:50②9:35～15:55
訓練場所 ①四国進学会阿南校
②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）
定員 15人
申込期間 ①10月24日㈪まで
②10月11日㈫～11月10日㈭
申込先 居住地を所管する公共職業安定所へ
問 公共職業安定所または南部テクノスクール
（☎26－0250）へ

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

高校生のための英語活動ひろば
ＡＣＥ（エース）
学校で習った文法の知識を総動員して、
ALT たちと英語活動してみませんか。少
人数なのでALT と深く関わることができ
ます。「英語が通じる喜び」、｢自分の思い
を英語で伝える感覚｣ を実感してください。
他高校の参加者ともお友達になれるので、
1人での参加も大歓迎です。
日時 10月30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１階 小会議室
対象 高校生
参加費 無料
問 英語活動ひろばACE事務局 土井
（☎23－5875）へ ※19:00以降

ＪＩＣＡボランティア募集
①青年海外協力隊／日系社会青年
②シニア海外／日系社会シニア
対象 日本国籍を持つもの
①満20歳（平成29年４月１日時点）～
満39歳（11月４日時点）
②満40～満69歳（11月４日時点）
募集期間 11月４日㈮ ※応募書類必着
応募書類配布先 JICA四国、県国際交流
協会、市役所、下記説明会
●説明会
日時 10月16日㈰ 13:00～17:00
場所 とくぎんトモニプラザ大会議室
内容 映画無料上映、体験談、世界のお茶
他
※参加無料、申込不要、入退室自由
問 JICA四国（☎087－821－8824）田村、
瀬戸山へ

技能検定試験のご案内
12月～平成29年２月にかけて、実技試験
と学科試験が徳島県内各会場で実施されます。
職種 配管等43職種
申込期間 10月３日㈪～14日㈮の期間に
徳島県職業能力開発協会で受け
付けます。
問 徳島県職業能力開発協会
（☎088－663－2316）へ

第35回徳島矯正展
日時
場所
内容

10月15日㈯ 9:00～15:30
徳島刑務所（駐車場約300台）
所内参観・各種イベント、広報用ビ
デオなどの放映、コンピューターに
よる性格検査の実施、受刑者の文芸
作品等の展示、刑務所作業製品展示・
販売、藍染め体験、ちびっこ刑務官
コーナーなど
問 徳島刑務所企画部門
（☎088－644－0114）へ

市民の情報ひろば

新野高校文化祭
一般公開
新野高校にぜひお越しください。生徒一同
お待ちしています。
日時 10月２日㈰ 9:45～14:00
場所 新野高等学校（新野町）
内容 模擬店、バザー、授業で作成した生
徒の作品等の展示、その他、イベン
ト盛りだくさんです。
問 新野高等学校（新高祭運営委員会）
（☎36－3215）へ

とくしまマリッジサポート
センター（マリッサとくしま）
出張登録会
マリッサとくしまは、結婚を希望する独身
男女に出逢いの場を提供し、サポートを行
うため公益財団法人徳島県勤労者福祉ネッ
トワークが、徳島県から委託を受けて、結
婚支援を行う公的センターです。
阿南市はマリッサとくしまの協賛企業・団
体として登録し、一緒に結婚支援に取り組
んでいます。
そこで、
「マッチング（１対１のお見合い）登
録会」を開催します。事前予約が必要です。
日時 10月２日㈰ 10:00～16:00
場所 ひまわり会館（特設会場）
登録料 10,000円（２年間有効）
持参物 ３カ月以内の「独身証明書」（市
町村発行）、写真付き身分証明書
（副本）、写真1枚以上（3カ月以内、
上半身L版サイズ）
登録方法 ①ホームページで仮登録・登録
会予約、②「マリッサとくしま」
または「登録会場」に来所のう
え、本登録
問 マリッサとくしま（☎088－656－1002）へ
※月・火・金12:00～20:00、土・日・祝
10:00～18:00
https://www.msc-tokushima.com

第 2 回 ウオーキング大会
コスモスの見頃に合わせて、２カ所をめぐ
るウオーキングを開催します。
日時 11月13日㈰ 9:00受付 10:00出発
集合 那賀川河川敷第３緑地
（桜づつみ公園前）
山間コース 那賀川河川敷第3緑地～那賀
川堤防～古毛・明見ゾーン～
岩脇香風台公園、ミニ88ケ
寺～岩脇ゾーン
平地コース 那賀川河川敷第３緑地～那賀
川堤防～古毛・明見ゾーン～
岩脇ゾーン
解散 ＪＡライスセンター
駐車場 那賀川河川敷第３緑地
申込方法 11月４日㈮までに電話またはメ
ールでお申し込みください。
●第２回 コスモスリンク in川北
11カ所の開花情報を下記で確認のうえ、
コスモスをお楽しみください。
事務局前の船がある公園掲示板、
阿波ナビ・
花へんろ紀行に掲載
問 那賀川北岸地域広域保全協議会
（☎24－8318）へ
e-mail:kawakita-ho15@tiara.ocn.ne.jp

楽しく学ぶ
「パソコン教室」
●インターネット講座（定員:各回15人）
11月７日㈪、11日㈮、14日㈪
●画像編集講座（定員:各回15人）
11月18日㈮、21日㈪、25日㈮
●ワード・エクセル講座（定員:各回15人）
11月28日㈪、12月2日㈮、5日㈪
時間 ①13:00～14:50
②15:00～16:50
場所 全講座とも羽ノ浦公民館
受講料 2,100円（３回分）
持参物 パソコン
※くわしくは、お問い合わせください。
問 NPO法人いきいきネットとくしま
県南支部事務局 庄野
（☎090－2780－3200）へ

労働相談会のお知らせ
阿南高専公開講座
農業ＩＣＴ技術者育成のための
i-Farm（農作業管理ソフト）講座
対象 一般の方
日時 11月25日㈮ 18:00～20:30
場所 阿南高専 第一演習室
受講料 5,400円
定員 10人（先着順）
申込期間 10月17日㈪～28日㈮
申込方法 申込期間中に、電話でお申し込
みください。
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

解雇や賃金未払いなどの労使間トラブルに
ついて、徳島県労働委員会委員が、公益・
労働者側・使用者側の３人１組でそれぞれ
の立場から解決のためのアドバイスをしま
す。相談料は無料です。
〈日程〉
●10月２日㈰ 13:00～16:00
場所 ひまわり会館
※予約優先
●10月 6日㈭ 18:00～20:00
10月13日㈭ 13:30～15:30
10月26日㈬ 18:00～20:00
場所 徳島県庁11階
申込締切日 相談日の前日の15:00まで
※要予約
問 徳島県労働委員会事務局
（☎088－621－3234）へ
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10月の相談
日 開催日
予 予約受付

10月の休日・夜間診療
軽症でも急いで治療の必要がある場合、次の医療機関で受診できます。

時 時間
所 場所
問 問い合わせ先

弁護士による法律相談

●休日昼間

６日㈭、20日㈭

時 13:30～16:30 所 第１仮庁舎１階
予 １カ月前から 問 市民生活課 ☎22−1116

※内容により、お受けできない場合があります。

行政相談員による行政相談 11日㈫、25日㈫
時 9:30～11:30 所 第１仮庁舎１階
問 市民生活課 ☎22−1116

28日㈮

時 14:00～16:00 所 ひまわり会館１階
問 市民生活課 ☎22−1116

平日開館

時 9:30～16:30 所 社会福祉会館３階（阿南駅南隣）
問 消費生活センター ☎24−3251

特設人権相談

５日㈬

時 13:30～16:00 所 椿公民館、中野島総合センター
問 人権・男女参画課 ☎22−3094

人権相談

19日㈬

時 13:30～16:00 所 ひまわり会館１階
問 人権・男女参画課 ☎22−3094

女性のための生き方なんでも相談 （要予約）
４・11・18・25日 時 13:00～17:00
14・28日 時 13:00～16:00
市民会館２階 相談室 予 随時
男女共同参画室相談予約電話 ☎22－0361

年金相談（要予約）今月の相談日はありません。
時 9:30～15:30 所 市商工業振興センター
予 １カ月前から電話による完全予約制
問 徳島南年金事務所 ☎088-652-1511

※11月の相談日は10日です。

子育て家庭教育電話相談（来所相談も可）
日 月曜日～金曜日（祝日除く） 時 9：00～12：00
問 家庭教育支援チーム「育みクラブ」 ☎42−3885

心配ごと相談 ３日㈪、17日㈪、24日㈪、31日㈪
時 10:00～15:00 所 市民会館内社会福祉協議会
問 社会福祉協議会 ☎23−7288

編集室の

窓
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所在地
見能林町
宝 田 町
上 中 町
宝 田 町
羽ノ浦町
羽ノ浦町

問い合わせは
☎23−6060
☎22−1313
☎22−2299
☎22−1313
☎44−2123
☎44−1010

※市内の休日医療機関は、変更される場合がありますので、
阿南市医師会（☎22−1313）までお問い合わせください。

17：00〜22：00

市内の医療機関または阿南中央病院内
※阿南市医師会（☎22−1313）までお問い合わせください。

●小児救急医療体制

※混雑時は、お待ちいただくことがあります。

日
日
所
問

医療機関名
林
整
形
外
科
阿 南 中 央 病 院 内
阿南天満クリニック
阿 南 中 央 病 院 内
富
永
医
院
むらかみ内科循環器クリニック

●夜間（毎日）の当番

司法書士による法律相談

消費生活相談

日
2日
9日
10日
16日
23日
30日

9：00〜17：00

24時間365日徳島赤十字病院が小児救急患者を受け入れてい
ます。
（事前の電話連絡は不要です。
）

10月の市税
■市 県 民 税（第３期）
■国民健康保険税（第５期）
納期限は、10月31日㈪です。納め忘れのないようにしましょう。
●市税の口座振替について
軽自動車税、固定資産税（全期）
、市県民税（全期）の
口座振替済通知書はすでに郵送しています。市県民税（各
期）、固定資産税（各期）
、国民健康保険税の口座振替済
通知書は28年度最終納期後に郵送する予定です。
日曜相談窓口 30日㈰ 8:30〜17:00（市役所第１仮庁舎２階納税課）
市税の納付および分納等の納税（納付）相談を受け付けています。
なお、課税の内容についての相談は受け付けておりません。

問い合わせは

納税課（☎22−1792）へ

10月の平日延長窓口
５日㈬、19日㈬ 17：15〜18：15 第１仮庁舎１階

●住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、身分証明書の交付
（※時間延長時は、住民異動・印鑑登録等は行っていません。）

●納税相談

第１仮庁舎２階

市民生活課（☎22−1116）へ
納税課（☎22−1792）へ

スポーツ施設10月の休館日
スポーツ総合センター（温水プール） 3・11・17・24・31日
那賀川スポーツセンター
5・12・19・26日
羽ノ浦総合国民体育館
3・11・17・24・31日
羽ノ浦健康スポーツランド
3・11・17・24・31日
県南部健康運動公園
4・11・18・25日

人口と世帯数
人 口
（男）
（女）
世帯数

75,162 人 （−81）
36,330 人 （−49）
38,832 人 （−32）
30,701世帯（−12）

※平成28年８月末日現在カッコ内は前月対比

選挙人名簿登録者数
登録者数
（男）
（女）

63,189人
30,317人
32,872人

※平成28年９月２日現在

秋たけなわ。各地で行われている祭りを取材すると、参加者はみんないい表情。その町の豊かなつながりを感じます。人口減少社会を
迎え、地域を取り巻く状況は厳しいですが、町の祭りを盛り上げていくことこそ地域活性化の早道ではないかと思いました。（谷内）
子育ての場、交流の場、情報共有の場、そして憩いの場。さまざまな側面をもつ「ぴよちゃんくらぶ」には、毎回たくさんの常連さん
が集まっています。お母さんやお父さんが、メンバーの皆さんと一緒になって、赤ちゃんに笑顔で優しく語りかける姿がとても印象的
でした。（藤井）

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

ウオーキング in かもだ岬
日時

10月22日㈯ 10:00～13:00
※雨天の場合は中止します。
集合 10:00集合 かもだ岬温泉駐車場
（参加賞をプレゼント）
コース かもだ岬温泉→かもだ岬灯台（小
休憩）→蒲生田小学校→かもだ岬
温泉の約６キロメートル
参加方法 申込不要。当日かもだ岬温泉に
集合してください。
参加費 無料
持参物 タオル、飲料水など
※小学生以下の方は、保護者同伴でご参加
ください。
☆ウォーキングの後はかもだ岬温泉で、ゆ
っくりと身体を癒してみませんか。
問 かもだ岬温泉保養センター
（☎21－3030）へ

若者ＵＰプロジェクト
就職につながるパソコン講座
日本マイクロソフト㈱と協働したパソコン
講座でエクセルの基本操作を学びます。短
期集中でエクセルのパソコンスキルを身に
付けたい方にはぴったりの講座です。また
予約制で若者の就労相談も行っています。
対象 義務教育終了後15～39歳までの無
業の方 ※学生不可
日時 10月18日㈫、19日㈬
13:00～16:00
場所 富岡町玉塚21番地里美ビル１階
（南部ライフサポートセンター隣）
定員 5人
受講料 無料
申込締切日 10月17日㈪
※要予約
問 とくしま地域若者サポートステーション
（☎088－602－0553）へ

地域日本語指導ボランティア
養成講座 in 阿南
外国人の方への日本語の教え方を一緒に勉
強しませんか。
日程（すべて土曜日 10:00～16:00）
〈前期〉10月15、29日、11月12、19、26日
〈後期〉平成29年１月14、21、28日、
２月18、25日
場所 富岡公民館1階 小会議室
内容 初級日本語の教え方
テキスト 前期「みんなの日本語初級Ⅰ第
２版本冊」、後期「みんなの日
本 語 初 級 Ⅱ 第 ２ 版 本 冊 」（ 各
2,700円）
※各自で購入してください。
受講料 無料
申込方法 氏名、住所、連絡先（携帯電話
番号やメールアドレス）、活動
経験の有無を記入のうえ、10
月11日㈫までに電話またはメ
ールでお申し込みください。
問 阿南市国際交流協会（☎44－6652）へ
e-mail:himawari_aia_2012@yahoo.
co.jp

市民の情報ひろば

講演会「徳島県南部の遍路道と
休憩所（ヘンロ小屋）」
日時 10月22日㈯ 13:00～15:00
場所 阿南市商工業振興センター
内容 「四国八十八ヶ所ヘンロ小屋プロジ
ェクト」を支援する会役員、柴谷宗
叔・高野山真言宗大僧都が澄禅が歩
いた江戸時代前期の遍路道について
講演、歌一洋・プロジェクト提唱者
が徳島県に完成したヘンロ小屋作り
への想い
※聴講無料
問 四国八十八ヶ所ヘンロ小屋プロジェク
トを支援する会事務局
（☎06－6264－2150）へ

「那賀川源流
コンサート」
那賀川の上流から下流までの流域住民の交
流促進を願い「那賀川源流コンサート」を
開催します。
日時 10月30日㈰ 10:00～12:00
（予定）
場所 四季美谷温泉前広場
（那賀郡那賀町横谷字夏切３番地３）
※阿南市役所横見駐車場より無料で送迎し
ます。（先着順で締め切ります）
※コンサート出演者・参加者募集に関する
情報を掲載していますので、那賀川河川
事務所ホームページご覧ください。
問 那賀川河川事務所調査課
（☎22－6562）へ
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/

司法書士による
「法の日」を記念した相談会
日時

10月13日㈭
午前の部 10:00～12:30
午後の部 12:30～15:00
場所 ひまわり会館２階 研修室うめ
問 徳島県司法書士会
（☎088－622－1865）へ

Wa ンダーふれあい祭り 2016
あななんとすだちくんもくるよ♪
日時 10月30日㈰ 10:00～15:30
場所 福井町舟端１番地
内容 ▶「妖怪ウォッチキャラクターショ
ー」①11:00～②14:00～▶
「橘湾石炭火
力発電所見学会」①10:30～②12:30～③
14:30～▶「あなん子ども太鼓」①10:00
～②13:00～▶
「スケッチ水族館」
「はたら
く車大集合！」
、
「ダンボール迷路」10:00
～15:30▶スーパーボールすくい、花苗プ
レゼント、じょにぃのバルーンプレゼント
▶食べ物屋台ほか
※参加、観覧無料
※悪天候の場合は中止となる場合があります。
問 J パワー＆よんでん Wa ンダーランド
（☎34－3251）へ

ノルディック・ウオーク交流大会
対象 60歳以上の方
日時 10月26日㈬ 9:30～13:40
※少雨決行
集合場所 スポーツ総合センター
内容 交流大会、昼食・懇親会、ロープワ
ークなど
コース スポーツ総合センター→福村町方
面→王子製紙社宅→福寿荘→東部
自然公園→皇子神社→スポーツ総
合センター（約６キロ）
参加料 １人500円（ポール貸出300円）
定員 50人（先着順）
申込締切日 10月10日㈷
問 とくしまノルディック・ウォーク協会
（☎088－669－6223）へ

10月１日㈯から
徳島県最低賃金時間額716円
※一部の産業には特定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
（☎088－652－9165）または最寄り
の労働基準監督署へ

赤ちゃんもママもHAPPY に
ベビーマッサージ教室
保育士によるべビマ & おしゃべりでリフ
レッシュしませんか♪
日時 10月７日㈮ 10:00～11:30
（11:00～おしゃべり会）
場所 那賀川社会福祉会館２階
対象 生後２カ月～１歳頃までの親子５組
※要予約
参加費 1,500円
持参物 バスタオル１枚、赤ちゃんの飲み
物（母乳可）
問 RTA指定スクール PLUS BABY 玉置
（☎090－2895－0224）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 10月29日㈯ 9:30～12:00
場所 ひまわり会館
相談内容 農地転用、建設業許可、開発許
可などの許認可手続き、相続な
どについて
問 徳島県行政書士会 徳島南部支部
（☎26－1157）へ
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