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@anan.i-tokushima.jp

もみじ川温泉
もみじまつり花火大会
＆メッセージ花火
参加者募集
日時 11月11日㈯
①11:30～17:30 イベント
②18:00～
3,000発の花火が夜空を舞う花火大会（メ
ッセージ花火を含む）
※雨天決行（荒天時中止）
場所 もみじ川温泉（那賀町大久保）
愛を叫ぶ メッセージ花火参加者募集
恋人や奥さま、旦那さまへ感謝の言葉を送
りたい方や、気になる人に愛を叫んでもら
い、その後ハートの花火を打ち上げる花火
祭りです。
応募方法 氏名、住所、電話番号を電話ま
たはメールでお知らせください。
※参加無料。参加組数に達し次第締切。
問 もみじ川温泉（☎0884－62－1171）へ
e-mail:info@momijigawa-spa.com

阿南こども
将棋教室
初心者歓迎します。駒の動かし方・ルール
が分からなくても講師が分かりやすく指導
します。論理的な思考や礼儀作法が身に付
きます。どうぶつ将棋もできます。
日程 土曜日 10:00～12:00
場所 ひまわり会館
対象 ４歳から小学生、中学生、高校生ま
で（子どもと一緒に習ってみたい大
人の方もお気軽にお問い合わせくだ
さい）
※日程、申込方法等くわしくは、お問い合
わせください。
問 日本将棋連盟普及指導員 西岡
（☎090－6888－5686）へ

親子カローリング大会＆
レクリエーション参加者募集
子どもから大人まで年齢問わず楽しめるの
がカローリングです。穴吹町のカローリング
チーム「スマイル」の指導を受けながら交流
を深めます。
日時 11月26日㈰ 10:00～15:00
場所 穴吹スポーツセンター（美馬市）
内容 レクリエーション（割りばし鉄砲づく
り・親子で楽しく運動）、親子カロー
リング大会、ビンゴゲーム
対象 ひとり親家庭の親と子（子ども３歳
以上中学生以下）
定員 20組（応募者多数の場合は抽選）
参加費 子ども300円、大人500円
※弁当代込み。送迎バス無料。
持参物 上履き
※暖かい服装でお越しください。
申込締切日 11月9日㈭
問（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
（☎088－654－7418）へ
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法定相続情報証明制度
５月29日㈪から、全国の登記所（法務局）
において、各種相続手続に利用することが
できる「法定相続情報証明制度」がスター
トしました！この制度を利用することで、
各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し
直す必要がなくなります。
法定相続情報証明制度のくわしい手続は、
法務局ホームページをご覧ください。
問 徳島地方法務局（本局☎088－622－4683、
阿南支局☎22－0410）へ

合気道教室の
ご案内
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。
武道館の耐震化工事のため、平成29年11
月から３月の間は教室をお休みします。平
成30年４月６日㈮から再開予定です。
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

バレエスタジオ・
トゥインクル
●第11回発表会
日時 11月19日㈰ 15:00～（14:30開場）
場所 夢ホール（文化会館）
演目 コッペリア他小品集
※入場無料
問 バレエスタジオ・トゥインクル
岡崎恵子（☎090－1320－7788）へ

NAKAGAWA-FAM!
祭り Vol.7
那賀川町ゆかりの飲食店による飲食ブース、
総勢26組の県内外で活躍中のハンドメイ
ド作家&雑貨店による作品販売& ワークシ
ョップブース。キッズ向けイベントフェロ
ーシップ77による「ダンボールパーク作
り」県内活躍中のアーティストによるライ
ブ &子どもたちとのセッションコーナー
など盛りだくさん！那賀川町で楽しんじゃ
おう！
日時 11月11日㈯ 10:00～16:00
場所 那賀川社会福祉会館
※入場無料、駐車場有り。
問 NAKAGAWA-FAM ！春野
（☎090－4339－6702）へ

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練
受講生募集
再就職をめざす求職者の方を対象に職業訓
練を実施しています。入所を希望される方
はご相談ください。
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30年１月５日㈮～６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 11月１日㈬～12月４日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ
※平日9:00～17:00

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

介護就職デイを開催します
11月11日の「介護の日」にちなみ、ハロ
ーワーク阿南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10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

相続登記が
さまざまなトラブルを防止します
相続登記をしないと発生するさまざまな問題

地域の活性化

相続登記をしないと…

モラロジー生涯学習セミナー
日時

11月16日㈭～17日㈮
18:40～21:00 ※当日申込み可
場所 情報文化センター
内容 豊かな心で価値ある人生を送れるヒ
ントの講演会
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

税務署からのお知らせ
●平成29年分 年末調整説明会
日時 11月27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」

・再開発が進まない
・空き家の管理・利活用ができない
・不動産取引が遅くなる

市民の情報ひろば

四国の右下
ロードライド 2017

人権啓発から生まれる
地域防災

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2017」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12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（海
陽町スタート）→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（☎0884－74－7356）へ

日時

未来につなぐ

相続登記をしないと…

・２次３次の相続が発生し、手続き
がますます難しくなる
・
「争続」問題になってしまう

安全・安心なくらし
相続登記をしないと…

・公共事業が進まない
・防災・減災の取組ができない
・災害復旧に大きな労力・時間がかかる

産業の推進

相続登記をしないと…

・農地の集約化ができない
・農地・山林が放置されてしまう

相続に関する登記についてのご相談は
下記までご相談ください。
問 徳島県司法書士会（☎088－622－1865）
または徳島県土地家屋調査士会
（☎088－626－3585）へ

第 5 回ふれあいフェスティバル
日時

11月３日㈷ 11:00～14:00
※雨天順延（４日㈯）
場所 本庄教育集会所、グラウンド
内容 思いやり・支えあい・共に生きる仲
間づくりをめざしてさまざまな楽し
いステージプログラムほか
模擬店 一銭焼き、フランクフルト、フラ
イドポテト、みそ田楽、焼きそば、
飲み物すべて100円
無料 綿菓子、ホットコーヒー
手話通訳あり
問 本庄教育集会所
（☎23－2219）へ

おもち投げ
あります。

無期転換権への対応はお済みですか

●「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、ICT を利用した
申告・納税手続などへの国税庁の取組を
紹介
●阿南税務署管内の小学生、中学生および
高校生の税に関する優秀作品の展示
内容 税に関する作文およびポスター
期間 11月11日㈯～17日㈮
場所 キョーエイアピカ店、羽ノ浦図書館
問 阿南税務署（☎22－0414）へ

11月23日㈷ 9:00～12:00
※雨天決行（屋内で行います）
場所 中野島総合センター１階
柳島教育集会所
目的 防災活動などを通し、地域住民の交
流を深める。
内容 開会式、防災訓練（起震車・消防活
動）
、ウオーキング大会（中野島総
合センター～堤防Ｕターン～中野島
総合センター）
問 柳島教育集会所（☎23－6280）へ

阿南市内店舗情報紹介雑誌
お得店舗 街ガイド
「ぶらり♪あなん」
の発行
阿南市内の中小企業者や小規模事業者の店
舗の集客力向上と商業活性化および市民生
活の向上や利便性のために、店舗の情報を
紹介した雑誌を発行しました。
雑誌には店舗紹介のほかに市内観光スポッ
トや施設・公園の紹介も盛り込まれていま
す。また、店舗によってはクーポン券を付
けたり、スタンプラリーも実施します。ス
タンプラリーは掲載店舗109店舗のうち
10店舗をご利用いただき、スタンプを集
めたら先着100人の方に、参加店でご利用
いただける2,000円分の「商品券」がゲッ
トできます。いつでも安心してご利用でき
る地域の店舗を知っていただく機会として、
「ぶらり♪あなん」をご利用ください。
配布場所 参加店109店舗、阿南商工会議
所、市役所、羽ノ浦支所、那賀
川支所、羽ノ浦町商工会、那賀
川町商工会、JR阿南駅、道の
駅公方の郷なかがわ、フジグラ
ン阿南、平惣羽ノ浦国道店、あ
なんステーションホテル、ホテ
ル石松、あなんテレワーク推進
センター
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

徳島マンドリンクラブ
「ルスティコ」
第13 回定期演奏会

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた労働者の申込みにより、期間の定めのない
無期労働契約に転換できる、無期転換ルールについて、施行後5年となる平成30年度から無
期転換の申込みが本格化することが見込まれます。なお、定年後継続雇用者等には特例があ
ります。
厚生労働省では、円滑な無期転換のために支援を行っています。
問 徳島労働局雇用環境・均等室（☎088－652－2718）へ

徳島を拠点に演奏活動を行っている社会人
マンドリンオーケストラです。マンドリン
とギターの合奏の音色をお楽しみください。
日時 11月３日㈷ 15:00～（14:30開場）
場所 コスモホール（情報文化センター）
曲目 カヴァレリア・ルスティカーナより
間奏曲Paradiso ほか
※入場無料
問 徳島マンドリンクラブ「ルスティコ」
柴田（☎090－9556－6444）へ
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11月の相談
日 開催日
予 予約受付

11月の夜間・休日診療
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

●休日昼間

弁護士による法律相談（要予約）

２日㈭

時 13:30～16:30 所 市役所１階 相談室
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 14日㈫、28日㈫
時 9:30～11:30 所 市役所１階
問 市民生活課 ☎22−1116

相談室

24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。

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

８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

21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

７・14・21・28日 時 13:00～17:00
10・24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）

２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。

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 ６日㈪、13日㈪、20日㈪、27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
中大野町
宝 田 町
那賀川町
宝 田 町
羽ノ浦町
宝 田 町

問い合わせは
☎23−5778
☎22−1313
☎42−0022
☎22−1313
☎44−4343
☎22−1313

※必ず事前に当番医療機関に電話で確認してから受診してくださ
い。当日変更する場合があります。

17：00〜22：00

当番医療機関の問い合わせは 阿南市消防本部 ☎22−1120
音声案内 ☎22−9999まで
または阿南市医師会ホームページをご覧ください。
※必ず事前に当番医療機関に電話で確認してから受診してくださ
い。当日変更する場合があります。

●小児救急医療体制

■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。
日曜相談窓口 26日㈰ 8:30〜17:00（市役所納税課）
市税の納付および分納等の納税相談を受け付けています。
東玄関からお越しください。

問い合わせは

納税課（☎22−1792）へ

１日㈬、15日㈬ 17:15〜18:15

●住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、身分証明
書、所得証明書、所得課税証明書、市・県民税公課証明書、
軽自動車税納税証明書の交付
（※時間延長時は、住民異動・印鑑登録・申告等は行っていません。
）

市民生活課（☎22−1116）へ
●市税の納付および分納等の納税相談
納税課（☎22−1792）へ

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）
那賀川スポーツセンター
羽ノ浦総合国民体育館
羽ノ浦健康スポーツランド
県南部健康運動公園

人口と世帯数
人口
（男）
（女）
世帯数

74,408 人 （−15）
35,966 人 （± 0）
38,442 人 （−15）
30,808 世帯（＋28）

※平成29年９月末日現在
カッコ内は前月対比

６・13・20・27日
１・８・15・22・29日
６・13・20・27日
６・13・20・27日
７・14・21・28日

今年で3回目を迎える、加茂谷の音楽フェ
スティバルです。ファイヤーダンスやベリ
ーダンスに加え、今年は人形浄瑠璃や阿南
二中によるジャズバンドも参加。出店も豊
富でお腹を満たしながら、ゆったりと楽し
めるお祭りです。ぜひ、ご参加ください。
日時 11月５日㈰ 12:00～18:30
※雨天決行
場所 大井小学校（大井町東平）
問 かもかもフェスタ実行委員会
渡辺（☎090－1236－7742）へ

阿南工業高校
平成29年度「阿工祭（文化祭）」
一般公開
日時
内容

11月11日㈯ 10:00 ～14:00
各科展示、バザー、
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 阿南工業高校 安本（☎22－1408）へ

第22回阿南支援学校祭
日時
場所
内容

12月２日㈯ 9:30～14:30
阿南支援学校
▶表現の部（午前） 児童、生徒が
日ごろ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、ばら寿司
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

納期限

さわやかな箏の音色をお楽しみください。
日時 11月26日㈰ 13:30開演
場所 夢ホール（文化会館）
曲目 グリーン・ウインド、すずめ、
わらべ唄ほか
入場料 無料
問 阿南中学校（☎22－0539）へ

第２回身体障がい者
ときめき恋パーティー
日時 11月19日㈰
▶ふれあいコース（年齢制限なし）
13:00～15:30
▶としごろコース（20～40歳）
16:30～19:00
場所 とくぎんトモニプラザ
（徳島県青少年センター）
参加条件 20歳以上の独身者で、身体障
がい者手帳を有する者、身体障がい者に理
解のある健常者
参加費 男性1,000円、女性500円
問 身体障がい者ときめき恋パーティー実行
委員会（☎090－2825－2692）へ

「あなんパーソナル・
サポート・センター」

生活や仕事などで不安を抱えている方の支
援や就職のサポートを行います。まずは支
援員にご相談ください。
秘密は厳守します。
場所 富岡町玉塚21番地 里見ビル１階
相談時間 8:30～17:15
※土・日・祝日、12月29日～１月３日を
除く
問 あなんパーソナルサポートセンター
（☎0120－928－764）へ

陸上自衛隊高等工科学校生徒
（高校と自衛隊の勉強をしながら、将来
は自衛官として社会に貢献するコース）

応募資格

18歳以上27歳未満の男子

平成30年４月１日現在、
15歳以上17歳未満の男子

受付期間

12月14日㈭まで
（志願書類の提出）

11月１日㈬から
平成30年１月９日㈫まで

試 験 日

12月17日㈰

平成30年１月20日㈯

11月30日㈭

試験会場

徳島航空基地（徳島県板野郡松茂町）

問 自衛隊阿南地域事務所（☎22－6981）へ

徳島ヴォルティスサッカースクールコーチと
の親子ふれあいサッカー教室を開催します。
日時 11月12日㈰ 10:00〜12:00
場所 J パワー & よんでんWa ンダーランド
Wa ンダーグラウンド
※雨天時はWa ンダーホールで開催
対象 ６歳以下のお子さま（幼稚園児、保
育園児）とその保護者
定員 50組100人（先着順）
持参物 飲み物、雨天時は体育館シューズ
※運動しやすい服装でお越しください。
問 J パワー & よんでんWa ンダーランド
（☎34－3251）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♪免疫力を高めて丈夫
な体作りをめざしましょう！
日時 11月８日㈬ 10:00～11:00
場所 那賀川社会福祉会館２階 和室
内容 免疫力UP すくすくべビマ
対象 生後２カ月～１歳頃までの親子
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）
※要予約
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
PLUS BABY 玉置
（☎090－2895－0224）へ

いろいろな生活上の困りごとの相談・支援

自衛官候補生
（任期制自衛官のコース）

分割納付の第２期

下水道課
（☎22−1796）
へ

阿南中学校箏曲部
第31回定期演奏会

自衛官採用試験案内

公共下水道受益者負担金

問い合わせは

市民の情報ひろば
徳島ヴォルティス
親子サッカー教室

第３回
かも～ん加茂谷
かもかもフェスタ

11月の市税

山の木々も色づき始め、すっかり秋めいてきました。文化の秋、スポーツの秋、食欲の秋、……。今年は選挙の秋でもあります。選挙
を通じた議会制民主主義により、町の繁栄が保たれています。よりよい町づくりに参加するために、必ず投票に行きましょう。（谷内）
本市と大正大学が協定を結んで２年。本年度も学生による地域実習が、富岡・新野地区で行われました。約40日間、地域の方々との
交流やイベント参加など各地を奔走する毎日。地域の課題や魅力を発見しようと奮闘する学生の姿を見て、私自身も良い刺激を受けま
した。
（藤井）
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市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

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月の平日延長窓口

女性のための生き方なんでも相談 （要予約）
日
日
所
問

医療機関名
松 﨑 内 科 医 院
阿 南 中 央 病 院 内
益崎胃腸科内科医院
阿 南 中 央 病 院 内
宮
本
病
院
阿 南 中 央 病 院 内

●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
3日
5日
12日
19日
23日
26日

9：00〜17：00

ママと一緒に
楽しい時間♪
●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
して情報交換をしましょう♪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♪
日時 11月13日㈪ 10:00～11:00
場所 中野島公民館
対象 ０〜２歳のお子さまとママ
参加費 無料
※要予約
●年賀状用かわいい写真撮影会
17日限定！本格的な撮影セットで出張写
真撮影会♪ 親子、お子さまのかわいい写
真を撮影させていただきます♪ その場で
写真を厳選して、データをお渡しするので、
年賀状用のお写真としても最適です。
日時 11月17日㈮ 10:00～12:00
場所 中野島公民館
対象 ０〜４歳のお子さまとママ
料金 1,000円（２カットデータ）
※要予約
問 RTA指定スクール Romaly 金光
（☎24－8710）へ

広報 あ
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