
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。

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

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　11月12日㈯　9:00～12:00
場所　ひまわり会館
内容　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）
（☎088－679－4440）
土・日曜日は地域会員　花野

（☎090－3787－0305）へ

「活竹祭」ごみゼロ大作戦
ボランティア募集！！ 
ゴミの分別回収を呼びかける、ボランティ
アスタッフを募集しています。
日時　11月19日㈯、20日㈰ 

〈１部〉　 9:00～12:30（各日５人）
〈２部〉12:30～16:00（各日５人）

場所　ＪＡアグリあなん駐車場（桑野町）
　　　　「活竹祭ごみステーション」
申込方法　電話またはメールでお申し込み

いただくか、阿南商工会議所の
ホームページから、「活竹祭ご
みゼロ大作戦ボランティア申込
書」をダウンロードして、ファ
クスでお申し込みください。

問 阿南商工会議所女性会
　 （☎22－2301・FAX23－5717）へ
　 e-mail:anancci@anancci.or.jp

阿南工業高等学校
平成28年度

「阿工祭（文化祭）」
一般公開
日時　11月５日㈯　10:00～14:00
場所　阿南工業高等学校
内容　各種展示、バザー、バンド演奏、模

擬株式会社「鉄男」製作フラワース
タンド等の販売など

問 阿南工業高等学校　安本
　 （☎22－1408）へ

イベント参加者募集 
●親子カローリング大会＆LED工作
対象　ひとり親家庭の親と子
　　　（子ども３歳以上中学生以下）
日時　11月27日㈰　10:00～15:00
場所　穴吹スポーツセンター（美馬市）
内容　LED工作、親子カローリング大会、

ビンゴゲーム
参加費　子ども300円、大人500円
　　　　※弁当代込み、送迎バス無料
定員　20組（応募者多数の場合は抽選）
申込締切日　11月10日㈭
●食育セミナー＆ケーキ作り
対象　ひとり親家庭の親と子
　　　（子ども５歳以上中学生以下）
日時　12月10日㈯　10:00～15:00
場所　昭和コミュニティセンター
　　　（徳島市）
内容　食育セミナー、ケーキ作り（デコレ

ーション）
参加費　子ども300円、大人500円
　　　　※弁当代込み
定員　８組（応募者多数の場合は抽選）
申込締切日　11月21日㈪
問（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
　 （☎088－654－7418）へ

みんなでピアノ以外物語
弦や管楽器のアンサンブル、コーラスなど
公募の演奏者が出演します。
日時　11月13日㈰　14:00開演予定
場所　夢ホール（文化会館）
※入場無料
問 ＮＰＯ夢ホール市民協議会夢つくりあ

なん（☎23－5599）へ

リフレッシュウオーク
日時　11月６日㈰　9:00～11:30

※雨天中止（中止の場合は8:00に
全町放送でお知らせします）

集合場所　長生公民館
コース　長生町内（約4km）
参加費　100円（イベント保険料含む）
持参物　タオル、飲み物等
申込方法　公民館へ電話またはファクスで

お申し込みください。
問長生公民館（☎23－5515・FAX23－

5515） ま た は 秋 本（ ☎090－3460－
3409）へ

モラロジー生涯学習セミナー
日時　11月10日㈭～11日㈮　
　　　19:00～21:30
場所　情報文化センター（羽ノ浦町）
内容　豊かで価値ある人生を送れる心づか

いの在り方の講演
参加費　1,500円
テキスト 「心新たに生きる」（270円）
※会場でお買い求めできます。
問 羽ノ浦モラロジー事務所　

代表世話人　七條泰法（☎44－2435）
へ

第６回阿南市会長杯
ミックスバレーボール大会
日時　11月20日㈰　9:00～開会式
場所　那賀川スポーツセンター
種目　９人制　男女フリー
チーム構成　監督１人、コーチ１人、マネ

ージャー１人、選手６人～
12人（男女不問、学生は高
校生以上）

特別ルール　男性の攻撃は、アタックライ
ンの後ろからのみとする

参加料　１チーム4,000円（当日集金）
申込締切日　11月10日㈭
問 阿南市バレーボール協会事務局
　 近藤（☎090－1579－4732）へ

介護就職デイの開催
11月11日の「介護の日」にちなみ、ハロ
ーワークで介護就職デイを開催します。あ
なたの力を生かしてみませんか。
日時　11月11日㈮　13:30～15:30
場所　ハローワーク阿南
内容　阿南市内の介護施設の就職面接会
※参加を希望される方は、事前にハローワ

ークにお申し込みください。
問 ハローワーク阿南（☎22－2016）へ

ママと赤ちゃんのふれあい講座
日程
▶赤ちゃんと絵本をもっと楽しむ♪
　ファーストサイン教室（11月11日㈮）
心を豊かにするファーストサインで赤ちゃ
んとコミュニケーションをとりながら、絵
本を楽しみます。オリジナルミニ絵本作成
も。
▶デリケートな赤ちゃんのお肌について学
ぼう♪
　ベビースキンケア教室（11月18日㈮）
今冬カサカサお肌にならない為に「保湿」
について楽しく学びます。
時間　各日とも10:00～11:00
場所　中野島公民館
材料費　１回1,500円
対象　０～２歳の子どもと保護者　５組
※要予約
問 RTA指定スクール Romaly　金光
　 （☎24－8710）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♪育児中のママの交流
の場としてお気軽にご参加ください♪
日時　11月９日㈬10:00～11:00（ベビマ）

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歳ごろまでの親子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

仲間と楽しく走ろうよ！
ランニングチーム

「Team 楽走（らくそう）」会員募集
走るのが好きな人、みんなと話したい人集
合！仲間を増やして楽しく走ろうよ！
活動日時　毎週月曜日　19:00～20:00

（集合場所：ひまわり会館前）
毎週水曜日　19:00～20:00

（集合場所：県南部総合運動公
園前）

練習内容　1.25㎞の周回コースをランニン
グ

持参物　ライト、反射板など安全を確保で
きるもの

問 Team楽走　中道（☎090－1175－0236）
へ

    http://nakamiti48.jimdo.com/

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。１月号の締め切りは11月30日㈬です。
メールアドレス　hisho@city.anan.tokushima.jp

阿南中学校箏曲部と一緒に
奏でる三曲の調べ

阿南中学校箏曲部とゲスト奏者の三絃、尺
八が共演！箏曲部の新しいチャレンジをぜ
ひお聴きください。
日時　11月26日㈯　14:00開演

（13:30開場）
場所　コスモホール（情報文化センター）
入場料　無料
主催　公益財団法人徳島県文化振興財団

問 あわぎんホール（県郷土文化会館
　 ☎088－622－8121）へ

商業活性化セミナー
「お客さま」「お店」「地域」
三方よしの得する街のゼミナール

第７回“阿南まちゼミ”
参加店舗募集

「まちゼミ」とは各商店の店主やスタッフ
が講師となり、プロならではの専門的な知
識や情報・コツを無料で受講者に伝える、
少人数制のゼミナールです。参加店舗のＰ
Ｒや経営改善のきっかけづくりにつながり
ます。参加店舗で地域を盛り上げましょう。
次回開催期間　平成29年２月８日㈬～

３月12日㈰
参加店説明会　12月２日㈮　19:00～21:00
場所　阿南商工会議所
問 阿南商工会議所　野村（☎22－2301）へ

親子茶道教室
日時　12月４日㈰　9:00～12:00
場所　文化会館　和室
参加費　500円
問 伊勢田宗鶴（☎090－7628－1032）へ

モラロジー生涯学習セミナー
講演会“心の力”新発見
元気になる心のつかい方を見つけませんか。
日時　11月12日㈯～13日㈰ 
　　　19:10～21:30（18:30～受付）
場所　ひまわり会館　参加費　1,500円
テキスト　「心新たに生きる」（270円）
※会場で販売しています。
問 代表世話人　澤（☎23－4202）へ

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集
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）
募集訓練科　電気設備技術科（６カ月）、

住宅リフォーム技術科（６カ月）
訓練期間　平成29年１月５日㈭～６月30

日㈮
受講料　無料（テキスト代等は必要）
募集期間　11月１日㈫～12月５日㈪
問 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ

四国の右下
ロードライド 2016
県南を舞台にサイクリングイベント「四国
の右下ロードライド2016」が開催されま
す。大会当日は、大会参加車両が多数走行
します。交通安全には十分注意して運営し
ますが、コースとなっている道路を通行さ
れる場合は、参加車両に十分ご注意くださ
い。皆さまの温かいご声援をよろしくお願
いします。
日時　11月13日㈰　7:30～17:30 
開催地　阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、

海陽町
コース　まぜのおかオートキャンプ場（ス

タート）→国道55号→県道24号
線新野町→桑野交差点（10:20
～13:10）→国道195号を那賀町
方面へ

問 「四国の右下」ロードライドイベント
実 行 委 員 会 事 務 局（ ☎0884－74－
7355）へ

ＹＭＣＡ
イベント参加者募集
申込方法　電話でお申し込みください。
●秋・冬の「ファミリーデイキャンプ」開催！
日程　
▶家族でアウトドアクッキング！
家族でおいしいご飯を作りましょう！
11月６日㈰　10:00～15:00
▶クリスマス＆お正月体験！
クリスマスクラフト、昔ながらのお正月体
験をしましょう！
12月11日㈰　10:00～15:00
対象　各20家族程度（先着順）
参加費　小学生以上　2,000円
　　　　幼児　1,000円
●「ＹＭＣＡ防災キャンプ」、
　冬の「わくわくキッズキャンプ」開催！
日程
▶野外活動の力を高めよう！

「防災」を「野外活動」から考える防災キ
ャンプを体験しよう！
11月19日㈯～20日㈰（１泊２日）
▶日の出ハイクにおもちつき！
みんなで日の出見に行って、協力しておも
ちをつこう！
12月10日㈯～11日㈰（1泊2日）
対象　小学生30人程度
参加費　現地集合解散　11,340円
　　　　道の駅「なかがわ」　12,420円
問 YMCA阿南国際海洋センター
 　（☎33－1221）へ

第 4 回本庄教育集会所
人権フェスティバル　 　　

《思いあい　支えあい　共に生
きる　仲間づくりをめざして》
日時　11月３日㈷　11:00～14:00
場所　本庄教育集会所・グラウンド
内容　本庄保育所2歳児の皆さん、祭りお

囃子打ち子の皆さん、人権コンサー
ト（UNITED ANAN）、手話コーラ
ス、ギター教室、3Ｂ体操、英会話
教室、消火器使用訓練、あななん・
すだちくんとダンス、生け花展示会
ほか

模擬店　飲み物、フランクフルト、一銭焼
き、おでんほか（各100円）
綿菓子、コーヒーゼリー、オレン
ジゼリー、ホットコーヒー（無料）

※先着200人に粗品を進呈します。
問 本庄教育集会所（☎23－2219）へ
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第16回篠岡杯ソフトバレー
ボール大会開催
日時　12月４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）8種目

申込締切日　11月24日(木)
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

第21回阿南支援学校祭
日時　12月３日㈯　9:30～14:30
場所　阿南支援学校
内容　 ▼表現の部（午前）　児童・生徒が日

頃の学習の成果を発表

▼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、おにぎり、パンなど）

※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

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
期集中でパソコンスキル（ワード）を身に付
けたい方にはぴったりな講座。
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　11月15日㈫、16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　11月14日㈪
※予約制で若者の就労相談も行っています。

問  とくしま地域若者サポートステーション 
　 （☎088－602－0553）へ

マリッサとくしまからのお知らせ

▼マッチング（１対１のお見合い）出張登
録会（相談だけでもＯＫ）

事前予約が必要です。
日時　11月６日㈰　11:00～16:00
場所　ひまわり会館

▼阿波の縁むすびサポーター説明会
出逢いイベント参加者に対する助言やカッ
プルになった方の交際フォローを行うボラ
ンティアさんを募集します。
日時　11月６日㈰　13:30～16:00
場所　ひまわり会館

▼「女子力・男力アップ！美活セミナー＆
パーティ」参加者募集

日時　12月４日㈰　13:00～16:00
場所　ひまわり会館
※くわしくはホームページをご覧ください。
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 マリッサとくしま 検索
https://www.msc-tokushima.jp/

映画
「殿、利息でござる」

日時　11月12日㈯
　　　①10:30～　
　　　②14:00～
場所　市民会館
入場料

前売り 当日
シニア 1,000円 1,100円

一般・大学生 1,300円
小・中・高生 －    500円

販売場所　文化会館、市民会館、情報文化
センター、平惣書店（センター
店、羽ノ浦国道店）、アピカ、
フジグラン阿南、中富書店

問 あなんで映画をみよう会
　 （☎090－2788－5465）へ

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。

税務署からのお知らせ
●平成28年分　年末調整説明会

日時　11月28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」

●マイナンバー制度導入に伴い　～税務関係書類への番号記載について～
国税分野では、税務署等へ提出いただく申告書・法定調書等にも番号（個人番号または法
人番号）の記載が必要となります。番号の記載が必要となる時期の例は、以下のとおりです。

●「税を考える週間」
期間　11月11日㈮～17日㈭
テーマ「くらしを支える税」
週間中の活動　

▼国税庁ホームページによる広報

▼ＳＮＳを利用した広報

▼講演会の実施や関係民間団体等との連携

▼社会保障・税番号制度の導入など国税庁の
取組を紹介

記　載　対　象 一般的な場合

所 得 税 平成28年１月１日の属する年分以
降の申告書から

（平成28年分の場合）
平成29年２月16日から３月15日まで

法 人 税 平成28年１月１日以降に開始する
事業年度に係る申告書から

（平成28年12月末決算の場合）
平成29年２月28日まで

法定調書 平成28年１月１日以降の金銭等の
支払等に係る法定調書から

（例）平成28年分給与所得の源泉徴収票、
平成28年分特定口座年間取引報告書
⇒平成29年１月31日まで

申請書・
届 出 書

平成28年１月１日以降に提出すべ
き申請書等から 各税法に規定する、提出すべき期限

問 阿南税務署（☎22－0414）へ

日 医療機関名 所在地 問い合わせは
3日 阿 南 中 央 病 院 内 宝 田 町 ☎22−1313
6日 阿 南 中 央 病 院 内 宝 田 町 ☎22−1313

13日 宮 本 病 院 羽ノ浦町 ☎44−4343
20日 井 坂 ク リ ニ ッ ク 津乃峰町 ☎27−0047
23日 岸 医 院 富 岡 町 ☎23−0272
27日 か じ か わ 整 形 外 科 日開野町 ☎24−5750

※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。

●夜間（毎日）の当番　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
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。）

11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。
●休日昼間　9：00〜17：00

スポーツ施設11月の休館日
スポーツ総合センター（温水プール） 7・14・21・28日
那賀川スポーツセンター 2・9・16・24・30日
羽ノ浦総合国民体育館 7・14・21・28日
羽ノ浦健康スポーツランド 7・14・21・28日
県南部健康運動公園 1・8・15・22・29日

11月の平日延長窓口

●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。）

市民生活課（☎22−1116）へ
●納税相談　第１仮庁舎２階　納税課（☎22−1792）へ

２日㈬、16日㈬　17：15〜18：15　第１仮庁舎１階

「人類最高の芸術作品」とも評される第九。アジア初演は 1918年６月１日、徳島県板東町（現鳴門市）にあった坂東俘虜収容所でドイ
ツ兵捕虜による演奏です。再来年の100周年に向け、各地で演奏会などが行われます。一度足を運んでみてはいかがでしょうか。（谷内）
今月号で700号という節目を迎えた広報あなん。創刊以来、市の歴史や市民の声が刻まれてきました。広報担当として配属されてまだ半
年ほどですが、毎月の広報は、多くの方に支えられて成り立っていると感じます。これからも皆さまとともに歩む広報あなんをどうぞよ
ろしくお願いします！（藤井）

編集室の

窓

11月の市税
■固 定 資 産 税（第４期）
■国民健康保険税（第６期）
　納期限は、11月30日㈬です。納め忘れのないようにしましょう。

問い合わせは　納税課（☎22−1792）へ

日曜相談窓口  27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。

日 開催日　　　時 時間　　　所 場所　
予 予約受付　　問 問い合わせ先

11月の相談

弁護士による法律相談 10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 ８日㈫、22日㈫
時 9:30〜11:30　所 第１仮庁舎１階
問 市民生活課　☎22−1116

司法書士による法律相談 25日㈮
時 14:00〜16:00　所 ひまわり会館１階
問 市民生活課　☎22−1116
※混雑時は、お待ちいただくことがあります。

消費生活相談 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 ９日㈬
時 13:30〜16:00　所 桑野公民館、富岡公民館
問 人権・男女参画課　☎22−3094

人権相談 18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

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 ７日㈪、14日㈪、21日㈪、28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

女性のための生き方なんでも相談 （要予約）
日 １・８・15・22・29日　時 13:00〜17:00
日 11・25日　時 13:00〜16:00
所 市民会館２階　相談室　予 随時
問 男女共同参画室相談予約電話　☎22−0361

年金相談（要予約） 10日㈭
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
※12月の相談日はありません。

人口と世帯数

人口　	75,109	 人	（−53）

（男）	36,309	 人	（−21）

（女）	38,800	 人	（−32）

世帯数　30,708 世帯（＋	 7）

※平成28年９月末日現在
　 カッコ内は前月対比

公共下水道受益者負担金

納期限

問い合わせは
下水道課（☎22−1796）へ

分割納付の第２期
11月30日㈬

自衛官等採用試験案内

自衛官候補生
（任期制自衛官の

コース）

予備自衛官補
（普段は社会人や学生、しかし、いざという時には自衛

官として社会に貢献するコース）

一般公募 技能公募

応募資格 18歳以上27歳未満の男子 18歳以上34歳未満の男女 18歳以上で
国家資格等を有する者

受付期間 12月５日㈪まで
（志願書類の提出） 平成29年１月上旬から４月上旬

試 験 日 12月10日㈯ 平成29年４月中旬頃

試験会場 徳島航空基地（徳島県板野郡松茂町） 善通寺駐屯地
（香川県善通寺市 )

問 自衛隊阿南地域事務所（☎22－6981）へ

広報あなん 2016.11　2627　広報あなん 2016.11


