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。３月号の締め切りは１月31日㈫です。
メールアドレス hisho@city.anan.tokushima.jp

第２回あらたの・
はくすいマルシェ
焼八千枚供（１月21日）と平等寺本尊初
会式（１月22日）にあわせて下記要領に
てマルシェを開催いたします。
日時 １月21日㈯、22日㈰
10:00〜16:00
場所 平等寺境内付近
内容 駐車場：100台。新野ライスセンター
駐車場（駐車場から送迎のシャトル
バス有り）出店：食品・菓子・雑貨
など、地域住民や移住者たちによる
40店舗を出店
問 平等寺（☎36－3522）へ

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集

２月12日㈰
9:55～12:10（9:15受付）
集合場所 牛岐城趾公園
コース 牛岐城趾公園→富岡商店街→富岡
西公園→桑野川沿い→富岡西高等
学校→同裏山→牛岐城趾公園（約
５キロ）
参加費 500円（中学生以下無料）
スティックレンタル300円
問 とくしまノルディック・ウオーク協会
（☎090－3782－4325、FAX088－642
－5003）へ
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一昨年10月３日、交通事故で亡くなった
山橋衛二さんと盲導犬ヴァルデスをしのぶ
パネル展です。盲導犬によって立ち直り、
物事に前向きになり、勇気を与えてくれた
その素晴らしさを知ってほしいと啓発活動
に積極的だった彼の想いを形にしました。
日時 １月５日㈭～22日㈰
※初日は10:00～、最終日は16:00まで
場所 那賀川図書館 市民ギャラリー
問（公財）徳島の盲導犬を育てる会
（☎088－625－7700）へ

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！

若者ＵＰプロジェクト
就職に繋がるパソコン講座

「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、
専修学校、各種学校や外国の高校、大学等
に入学・在学するお子さまをお持ちのご家
庭を対象とした公的な融資制度です。
ご融資額 お子さま１人につき350万円以内
金利 年1.81％
※母子家庭の方などは年1.41％
（平成28年11月10日現在）
ご返済期間 15年以内（母子家庭の方な
どは18年以内）
ホームページ 「国の教育ローン」で検索
問 教育ローンコールセンター（☎0570－
008656ナビダイヤル）または（☎03
－5321－8656）へ

日本マイクロソフト株式会社と協働し、最新
のパソコンでエクセルの基本操作を学びます。
日時 １月17日㈫、18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）
対象 義務教育終了後、15歳から39歳ま
での無業の方
※学生はご遠慮ください。
定員 5人
受講料 無料
申込締切日 １月16日㈪
問 とくしま地域若者サポートステーション
（☎088－602－0553）へ

所

会議

商工

阿南

確定申告会場
（阿南市商工業振興
センター）２階
森本医院

日時

山橋衛二追悼パネル展
一緒に歩いている

原田病院

健康とくしま“ウオーキングラリー”
阿南の町歩きを楽しんでメタボ・
ロコモ予防にノルディック・ウオーク
でチャレンジ2017 参加者募集

平成28年分の所得税および復興特別所得
税の申告相談会場は、阿南市商工業振興セ
ンター２階展示ホールになります。申告相
談の期間は、２月８日㈬から３月15日㈬
までです。（土、日、祝日を除く）受付時
間は、9:00から16:00までです。（混雑状
況によっては受付を早めに終了させていた
だく場合があります）
なお、平成28年分の所得税および復興特
別所得税、贈与税の申告期限は、３月15
日㈬、消費税および地方消費税（個人事業
者）の申告期限は３月31日㈮までですの
で、ご注意ください。
申告に来られた方の専用駐車場は案内図の
とおりです。駐車可能台数が少ないため、
できるだけ公共交通機関を利用してくださ
い。なお、昨年まで利用していただいた駐
車場は利用できませんのでご注意ください。
【案内図】

駅
阿南

１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

小規模事業者が商工会と一体となって経営
計画を作成し、販路開拓等の取組みを行う
費用に対して50万円（補助率３分の２）
までを上限に補助される「小規模事業者持
続化補助金」の申請が始まりました。
なお、併せて、賃上げ、雇用増、海外展開、
買物弱者対策に取り組む場合は上限100万
円までとなります。
申込締切日 １月27日㈮
事業実施期間 交付決定日～平成29年12
月31日
採択について 経営計画の内容等を専門家
が審査し、採択を決定。
※申請書の入手ならびに記載方法、補助金
の内容等くわしくは、お問い合わせくだ
さい。
問 那賀川町商工会（☎42－1772）また
は羽ノ浦町商工会（☎44－4858）へ

井坂歯科

日時
場所
内容

所得税等の申告相談会場に
ついてのお知らせ

あな
ん

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

小規模事業者が使いやすい
補助金が始まりました

ステ
ーシ
ョン
ホテ
ル

募集訓練科
▶溶接加工科（６カ月）
訓練期間 ３月１日㈬～８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 １月４日㈬～２月６日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

確定申告会場

駐車場

税務署へご提出いただく平成28年分以降
の所得税等の確定申告書には、マイナン
バー（個人番号）の記載が必要であるとと
もに、本人確認書類の提示または写しの添
付が必要になります。
〔本人確認書類の例〕
例①マイナンバーカード
例②通知カード＋運転免許証、公的医療保
険の被保険者証など
問 阿南税務署（☎22－0414）へ

徳島県退職者連合南部地域協議会カルチャースクール受講生募集
対象

退職者の方であればどなたでも

講
座
スマホ・タブレット／アンドロイド
基本操作コース
俳句を楽しむ
ヨガ
写経／般若心経入門
初めての朗読
スマホ・タブレット
英会話初級
パソコン教室

場所

富岡公民館

曜 日
第１水曜
第３水曜
第２・４水曜
第１金曜
第３月曜
第１水曜
第３水曜
第２水曜
第３月曜
第２金曜
第３金曜
第２火曜
第４火曜
第２火曜
第４火曜

時
間
13:00 〜 14:00
11:00 〜 12:00
10:00 〜 12:00
10:00 〜 11:00
14:00 〜 15:00
14:00 〜 15:00
10:00 〜 11:00
13:00 〜 15:00
10:00 〜 12:00
10:00 〜 11:00（アンドロイド）
11:00 〜 12:00（iphone/ipad）
13:00 〜 14:00（アンドロイド）
14:00 〜 15:00（iphone/ipad）
10:00 〜 11:00
14:00 〜 15:00
13:00 〜 15:00
10:00 〜 12:00

問 徳島県退職者連合南部地域協議会カルチャースクール事務局（☎28－6030）へ

小学生～高校生のための
春休み海外研修交流事業
日程 ３月25日㈯～４月５日㈬
（９～11日間）※コースにより異なる
研修国 英国、豪州、カナダ、ニュージー
ランド、フィジー、カンボジア、
ネパール
対象 小学３年生から高校３年生の方まで
※コースにより異なる
内容 ホームステイ、ボランティア、文化
交流、学校体験、英語研修、地域見
学、野外活動など
参加費 31万8,000円～47万8,000円
※１月25日㈬までにお申し込みの方は１
万円割引
申込締切日 ２月３日㈮
問（公財）国際青少年研修協会
（☎03－6417－9724）へ
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羽ノ浦新春
凧揚げ大会
お正月は家族で凧揚げを
楽しもう！
日時 １月３日㈫ 10:00～15:00
※雨天の場合は中止
場所 那賀川河川敷第3緑地公園
（羽ノ浦町明見）
※子ども用の貸出し凧あります。（無料）
※耕作放棄地でおやじが作った、さつまい
もを焼いもにしてサービス。おいしいよ！
問 羽ノ浦町おやじの何でも塾 福井
（☎090－5717－7334）へ

平成29年度生南部テクノスクール
フリーコース 第２期募集
●塗装技術科（１年）
募集人員 14人程度
応募資格等 特になし
●自動車整備科（２年）
募集人員 ４人程度
応募資格等 高卒以上
〈共通事項〉
申込期間 １月13日㈮まで
入校試験 ２月１日㈬ 10:00～
申込先 入校志望の県立テクノスクールま
たは各公共職業安定所
問 公共職業安定所または南部テクノス
クール（☎26－0250）へ

新子景視
新春マジックショー
「しゃべくり007」等に出演し人気急上昇
中のマジシャンがWa ンダーランドに登場。
衝撃の「ブレインダイブ」を体験してくだ
さい。
日時 １月９日㈷ ①11:00～②14:00～
場所 福井町舟端１番地
※観覧無料
問 J パワー＆よんでんWa ンダーランド
（☎34－3251）へ

津峯神社・初詣ウオーク
日時

１月21日㈯ 9:30～14:00
※小雨決行
コース 大和の郷～見能林駅～三谷～津峯
神社（参拝、
昼食）～阿波橘駅（見
能林町側から登り、津乃峰町側に
下る）
集合 9:30 大和の郷駐車場
コース説明後出発
参加料 会員200円、一般300円
小学生以下無料
持参物 弁当、飲み物、雨具、健康保険証
の写し
※傷害保険には加入していますが、保険適
用外の事故等は責任を負いません。
問 阿南歩こう会

新川（☎22－3188）へ

最低賃金、チェックです
徳島県最低賃金 時間額716円
特定最低賃金
発効日 平成28年12月21日
▶造作材・合板・建築用組立材料製造業
時間額824円
▶はん用機械器具、生産用機械器具、業務
用機械器具製造業
時間額857円
▶電子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業
時間額822円
問 徳島労働局労働基準部賃金室
（☎088－652－9165）へ

親のための
心理学セミナー＆相談会
～子どもの結婚について～
日時
場所
講師

２月５日㈰ 13:00～16:00
ひまわり会館
鳴門教育大学大学院教授
浜崎隆司さん
申込 マリッサとくしままでメールまたは
ＦＡＸでお申し込みください。
▶順次イベントを準備しています。ぜひ、メ
ルマガ登録を（応援したい方も登録OK）

地域と共生する
杜のホスピタル文化活動
場所 杜のホスピタルＯＴホール
●初笑い
日時 １月６日㈮ 14:00～
出演 落語家 桂 かい枝
●ピアノソロコンサート
日時 １月31日㈫ 14:00～
出演 ピアノ 山本貴子
問 杜のホスピタル リハ課
（☎22－0218）へ

▶イベントを開催していただける応援企
業・団体募集！
▶婚活応援していただける協賛企業・団体
募集！
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/
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