市民の情報ひろば

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@anan.i-tokushima.jp

羽ノ浦新春
凧揚げ大会
お正月はみんなで凧揚げを楽しもう！耕作
放棄地でおやじたちが作ったいもを焼きい
もにして、先着300人に配布します。
日時 １月３日㈬ 10:00～15:00
※雨天中止
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）
問 羽ノ浦町おやじの何でも塾 福井
（☎090－5717－7334）へ

あなんで映画を
みよう会 冬例会
「明日へ
ー戦争は罪悪であるー」
「仏教の教えの第一は不殺生、人の命を損
なう戦争は罪悪である」と、第二次世界大
戦中に、反戦を訴えた僧侶たちがいました。
檀家から誹謗され、宗門から懲戒され、特
高警察に逮捕されながらも、主張を曲げな
かった彼らのエピソードをもとにこの映画
は作られました。
日時 １月21日㈰
①10:30～ ②14:00～ ③18:00～
場所 夢ホール（文化会館）
入場料
前売り
当日
セニア（60歳以上）
1,100円
1,000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、中富書店、
フジグラン阿南店、アピカ
問 あなんで映画をみよう会
（☎090－2788－5465）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！
「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。
融資額 お子さま１人につき350万円以内
金利 年1.76％
※母子家庭の方などは年1.36％
（平成29年11月10日現在）
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

27

広報 あ

な ん 2018.01

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時
場所
内容

１月13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無料相談

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

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 毎週土曜日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

保育士による
ベビーマッサージ＆
スキンケア教室
●ベビーマッサージ教室
免疫力を高めて丈夫な体作りをめざしまし
ょう！寒い日の赤ちゃんとのお出かけに、
ママの気分転換にも♪
日時 １月10日㈬ 10:00～11:00
内容 免疫力ＵＰあったかべビマ
対象 生後２カ月～１歳頃までの親子
●男の子のためのベビースキンケア教室
お母さんには分からない男の子のおちんち
んケア。小さい頃からのケアで清潔を保ち、
トラブルが起こりにくくなります。おうち
ですぐできるケアの仕方を学びましょう♪
日時 １月17日㈬ 10:00～11:00
対象 ０歳～の男の子とママ
〈共通事項〉
場所 那賀川社会福祉会館２階 和室
参加費 １回1,500円
持参物 バスタオル１枚
※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

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

津峯神社・初詣ウオーク

在住外国人のための日本語教室

開催日 １月20日㈯（少雨決行）
日程 9:30夢ホール集合～見能林駅～見
能林町三谷登り口～津峯神社（参拝、
昼食）～15:00頃阿波橘駅解散
※見能林町側から上り、津乃峰町側へ下り
ます。
参加費 300円（会員200円）
※小学生以下の方は無料
持参物 弁当、飲み物、雨具、健康保険証
など
注意点 歩くことのできる服装、履きなれ
た靴で、体調を整えてご参加くだ
さい。傷害保険には加入していま
すが、保険適用外の事故等の責任
は負いません。

日程

問 阿南歩こう会事務局
（☎22－3188）へ

新川

所得税等の申告相談会場
についてのお知らせ
平成29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16日㈮から３月15日㈭です
（土、日曜日を除く）。受付時間は9:00～
16:00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29年分の所得税および復興特
別所得税の納期限は３月15日㈭、消費税
および地方消費税（個人事業者）の納期限
は４月２日㈪までですので、ご注意くださ
い。
申告に来られた方はフジグラン阿南の駐車
場をご利用ください。なお、駐車可能台数
に限りがありますので、できるだけ公共交
通機関を利用してください。また、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。
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
問 阿南税務署（☎22－0414）へ
※自動音声によりご案内をしていますので、
相談内容に応じて該当の番号を選択して
ください。
▶所得税等の確定申告に関するご相談…
「0」
▶確定申告以外の国税に関するご相談…
「1」
▶阿南税務署からのお尋ねや納付に関する
ご相談…「2」
▶消費税の軽減税率制度に関するご相談…
「3」

１月７日㈰～３月18日㈰
毎週日曜日 10:00～12:00
場所 富岡公民館
講師 米山健作さんほか
教材 みんなの日本語（税込2,700円）
※各自で準備
申込方法 電話またはメールでお申し込み
ください。
※随時会員募集中です。中国語・英語教室
も開催しています。
問 阿南市国際交流協会（☎44－6652）
e-mail:himawari_aia_2012＠yahoo.co.jp

最低賃金、確認した？
●徳島県最低賃金
時間額 740円
発効日 平成29年10月５日
●特定最低賃金
発効日 平成29年12月21日
▶造作材・合板・建築用組立材料製造業
時間額 840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 877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 841円
問 徳島労働局労働基準部賃金室
（☎088－652－9165）へ

ママと一緒に
楽しい時間♪
●子育てママの交流サロン（１周年祭）
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撮影＆ミニプレゼン
トがあります♪
日時 １月15日㈪ 10:00～11:00
参加費 無料
●楽しく学ぼう♪
０～２歳児のスキンケア教室
沐浴の仕方は産院で教えてもらえるけど、
実は知らない沐浴後の「赤ちゃんとのお風
呂の入り方」と「カサカサお肌にならない
為の日常のスキンケア」を 学びます♪楽
しい教室中のお写真のプレゼントも有♪
日時 １月19日㈮ 10:00～11:00
材料費 1,500円
〈共通事項〉
場所 中野島公民館
対象 ０～２歳のお子さまとママ
※要予約
問 RTA指定スクール Romaly 金光
（☎24－8710）へ

第34回阿南健康マラソン大会
参加者募集
日時

３月４日㈰ 9:30開会式
（10:00～順次スタート）
場所 スポーツ総合センター
コース 北ノ脇・淡島シーサイドコース
種

目

距

離

定

員

小学生の部

２㎞

100人程度

中学生の部

３㎞

100人程度

高校一般の部

10㎞

壮年の部

10㎞

家族の部

２㎞

400人程度
50組程度

※すべて申込順
※家族の部はタイム計測なし
参加資格 小学４年生以上（家族の部のみ
３歳以上）
参加料 無料
申込方法 所定の申込用紙に記入の上、ス
ポーツ振興課へお申し込みくだ
さい。
申込期間 １月９日㈫～２月２日㈮
申込用紙配布場所 スポーツ振興課、スポー
ツ総合センター、那賀
川・羽ノ浦各支所ほか
問 スポーツ振興課（☎22－3394）へ

マリンバピアノコンサート
日時
場所
出演

１月18日㈭ 14:00～
杜のホスピタル ＯＴホール
山下由美子（マリンバ）、工藤美佳（マ
リンバ）、吉野暁美（ピアノ）
※入場無料
問 杜のホスピタルリハビリテーション課
（☎22－0218）へ

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練
受講生募集
募集訓練科 溶接加工科（６カ月）
訓練内容 金属加工製品の製造に必要な図
面の見方、各種工具の取扱をは
じめ、各種溶接加工法の知識・
技能を学び、機械板金加工・プ
レス機械作業等の技能を習得し
ます。
訓練期間 ３月１日㈭～８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 １月４日㈭～２月５日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ
※受付時間は平日9:00～17:00

勤労青少年ホーム
手作り石けん 短期講座
受講者募集
市販とは違う肌に優しい、自然素材を使っ
た世界に一つだけの石けんを作りましょう。
日時 １月28日㈰ 13:00～
場所 勤労青少年ホーム
持参物 エプロン、ゴーグル、保冷バッグ
定員 ８人
対象 市内に居住または職場を有する35
歳までの勤労青少年（学生を除く）
参加費 1,000円
※当ホーム未登録者は、利用者協議会費
1,000円（年会費）が必要
講師 松下美穂さん
申込締切日 １月19日㈮
問 勤労青少年ホーム（☎42－4572）へ
※受付時間は平日13:00～20:00

あなんテレワーク
推進センター
イベント情報！
女性の活躍推進に向けて「あなんテレワー
ク推進センター」では毎月楽しいイベント
を開催しています。ぜひご参加ください！
日程
▶１月19日㈮「Canva を使ってデザイナ
ーになろう！」
「Canva」とは簡易画像作成ツールです。
さまざまな種類のテンプレートや画像加工
機能を使えば、誰でも簡単にデザインがで
き、仕事の幅も広がりますよ。
▶１月31日㈬「夢をかなえるシートを作
ろう！」
１年の始まりになりたい自分や欲しいもの
をパソコン上で切り貼りして、夢をかなえ
るためのシートを作りましょう。自分が今
求めているものが見えてくるかもしれませ
んよ。
時間 10:30～12:00（１時間30分）
対象・定員 市内在住の女性、各８人程度
場所 牛岐城趾公園管理事務所２階（富岡
町トノ町24番地21）
※市役所の駐車場を利用してください。
持参物 パソコン（２台までレンタル PC
があります）
参加費 無料
申込方法 電話、ファクスまたはメールで、
氏名、年齢、電話番号、希望日、
お子さま連れの場合はお子さま
の年齢、レンタルパソコンが必
要な方はその旨をご記入の上、
お申し込みください。
問 あなんテレワーク推進センター（テレワ
ークひろば）
（☎・FAX24－8009）へ
e-mail:anan@child-rin-tokushima.
com
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