
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。

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。４月号の締め切りは２月28日㈫です。
メールアドレス　hisho@city.anan.tokushima.jp

MOM&KIDS集まれ♪
ベビーマッサージ教室

●ベビーマッサージ教室
保育士によるべビマ♪ゆったりふれあいタ
イムを楽しみましょう。１～３月限定！プ
チオイル（400円相当）プレゼント♪
日時　２月８日㈬　10:00～11:00
場所　那賀川社会福祉会館２階　和室
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）
●ベビーマッサージ教室×絵画教室
　（アトリエミズイロ）
好評につき、第２回親子イベントを開催！
おえかき、べビーマッサージ for キッズ、
おやつタイムもあります♪
日時　３月２日㈭　10:00～11:30
場所　那賀川社会福祉会館２階　集会室
対象　１～３歳頃までの親子10組　
※要予約
参加費　1,000円
問 RTA指定スクール　PLUS BABY
　 玉置（☎090－2895－0224）へ

「相続登記はお済みですか」
月間相談会

日時　２月13日㈪　10:00～15:00
場所　文化会館　研修室2
内容　相続登記に関する相談
問 徳島県司法書士会
　 （☎088－622－1865）へ ポリテクセンター徳島

職業訓練生募集

募集訓練科　
▶住環境計画科デュアル（７カ月）
※概ね45歳未満の方対象
▶CAD機械科（７カ月）
訓練期間　４月４日㈫～

10月30日㈪
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　４月４日㈫～

９月29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　２月１日㈬～３月６日㈪
問 ポリテクセンター徳島

（☎088－654－5102）へ
※平日9:00～17:00

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

日時　２月11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

第16回チャリティーパーティー
「ダンスの集い」

日時　２月11日㈷　13:00～16:00
場所　ひまわり会館２階　ふれあいホール
会費　1,000円
ゲスト　新野祥司・田中真理子組
JDCプロ　スタンダード・ラテンＡ級
※男女学生パートナー同行
主催　国際ソロプチミスト阿南
問 阿南市文化協会所属　マドンナダンス

クラブ　吉田（☎27－0154）へ

赤ちゃんとママのふれあい講座
●【男の子ママ限定】男の子のデリケート
ゾーンケア教室

男の子のデリケートゾーンって、どうケア
したらいいの？お風呂での正しい洗い方
は？など学んですぐに実践できるようにな
るママのための講座です。
対象　０～２歳の男の子をもつママ
日時　２月９日㈭　10:00～11:00
場所　中野島公民館
参加費　1,500円
※要予約
●子育てママの交流サロン
子育て中のママと赤ちゃん同士が仲良くな
れ、ホッとできるところです。楽しく話を
して情報交換をしよう♪当日お越しくださ
った方には親子写真を撮影しプレゼントさ
せていただきます♪
対象　０～２歳のお子さまとママ
日時　２月13日㈪　10:00～11:00
場所　中野島公民館
参加費　無料
※要予約
問 RTA指定スクール Romaly 金光
　 （☎24－8710）へ

杜のホスピタルコンサート
日時　２月18日㈯　14:00～
場所　杜のホスピタル OTホール
出演　戸邉祐子（メゾ・ソプラノ）
　　　湯浅　彩（ピアノ）
※入場無料
問 杜のホスピタル（☎22－0218）へ

阿南税務署から所得税等の申告についてのお知らせ
申告会場について
所得税および復興特別所得税、個人事業者の消費税（地方消費税を含む）、
贈与税の申告相談を受け付けます。
開設期間　２月８日㈬～３月15日㈬　9:00～16:00
　　　　　（土、日、祝日を除く）
場所　商工業振興センター２階　展示ホール
※この期間中は、阿南税務署内では申告会場は設けていません。
※混雑している場合は、受付を早めに締め切ることがあります。

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入について
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
国税庁ホームページアドレス
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

おんがくしつトリオ（ピアノ、
リコーダー、鍵盤ハーモニカのトリオ）
が出演する2つの演奏会
●おとなのためのスペシャルコンサート
日時　２月18日㈯　18:30～
場所　文化会館　視聴覚室
内容　踊り明かそう、ハナミズキほか
チケット　1,000円（当日1,500円）
※未就学児は入場できません。
●こどものためのおんがくかい
日時　２月19日㈰　14:30～
場所　文化会館　視聴覚室
内容　星に願いを、スタジオジブリメドレ

ーほか
チケット　 ▼700円（当日800円）　

▼ペア1,300円（当日1,500円）

▼０～３歳　無料
問 NPO法人夢ホール市民協議会夢つくり

あなん（☎23－5599）へ

阿波路探求 
徳島ワンデーウオーク

「やまなみ遊歩道」参加者募集
開催日　２月12日㈰
集合　 9:30　羽ノ浦情報文化センター前
コース　▶５キロコース

▶10キロコース（ミニ八十八箇
所巡りのあと香風台から、やま
なみ遊歩道を歩きます）

参加費　 600円（会員300円）
持参物　飲み物、健康保険証、雨具、杖な

ど
※10キロコースに参加する方は、弁当を

持参してください。
主催　NPO法人徳島県ウオーキング協会
問 羽っぴい歩こう会　西田
　 （☎23－1585）へ

サンアリーナ温水プール
子ども水泳講座受講者募集

（欠員補充分の受付）
４月からの子ども講座の各曜日欠員分とキ
ャンセル待ちの受付を行います。
対象　５歳（年長組以上）～小学生
日時　３月12日㈰　15:00～
場所　スポーツ総合センター内サブアリー

ナ
募集人数　各曜日とも若干名（超過の場合

は抽選）
※４月からの抽選にもれた方は、キャンセ

ル待ち（各曜日20人）にお申し込みい
ただけます。

※当日、申込書に記入していただきます。
少し早めにお越しください。

問 サンアリーナ温水プール
　 （☎22－8733）へ

“得する街の
ゼミナール”
第７回「阿南まちゼミ」
受講者募集
平成25年からはじまった“ まちゼミ ” とは、
お店の店主・スタッフが講師となり、美容・
健康・料理など、プロならではの専門知識
や技術・こつを無料で教えてくれる少人数
制のミニ講座です。販売行為や勧誘は一切
ありませんので安心して参加できます。新
しい仲間との出会いの場としてご活用くだ
さい。
申込方法　チラシの中の各店までお電話に

てご連絡ください。
受付期間　２月１日㈬～
開催期間　２月８日㈬～３月12日㈰
※くわしくは、「阿南まちゼミの会」で検

索ください。チラシは、公民館や図書館
にも備え付けます。

問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ健康とくしま“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
日時　２月12日㈰　9:55～12:10
　　　（受付9:15～）
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　※ポール貸出300円
申込方法　電話またはファクスでお申し込

みください。ファクスの場合は、
住所、氏名、年齢、電話番号、
ポール貸出しの有無を記入して
送信してください。

申込締切日　２月７日㈫
問 徳島ノルディック・ウォーク協会

（☎088‐669‐6223・
FAX 088‐642‐5003）へ

確定申告書の発送に代わる「確定申告のお知らせ」の送付について
平成28年分の確定申告から、次に該当される方には、申告書に代えて、「確定申告のお知らせ」が送付されることになります。
※「確定申告のお知らせ」とは、確定申告書の「納期限」および「予定納税額」等の確定申告書の作成に必要な情報を記載し

ている「はがきまたは通知書」です。
送付物が変更される方　確定申告書が送付されていた方のうち、平成27年分の「所得税および復興特別所得税」または

「消費税および地方消費税」の確定申告書を次の相談会場で書面により提出された方
・税理士会による無料相談会場
・地方公共団体による相談会場
・青色申告会、商工会および商工会議所による相談会場

問 阿南税務署（☎22－0414）へ
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第９回県南 いきいきテニス大会
参加チーム募集

日時　３月12日㈰　9:00～17:00
　　　※雨天の場合は19日㈰に延期
場所　南部健康運動公園テニスコート
試合　シニアチーム対抗戦
　　　１チーム６人（男子４人・女子２人）
参加費　１チーム 6,000円
募集期間　２月25日㈯まで
問 阿南市テニス協会　田井
　 （☎44－5290）へ

※申告に来られた方の専用駐車場は案内図のとおり
です。昨年までと駐車場が変更になっておりま
すので、ご注意ください。
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