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。９月号の締め切りは７月31日㈫です。
メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

平成30年度
国家公務員採用試験（７月受付分）
試

験

名

受付期間

第１次
試験日
９月16日㈰

刑務官

海上保安学校学生 ●インターネット
７月17日㈫～
皇宮護衛官
26日㈭
（高卒程度試験） ●郵送または持参
９月23日㈷
７月17日㈫～
入国警備官
19日㈭
航空保安大学校学生

※くわしくはお問い合わせください。
問 人事院四国事務局第二課試験係
（☎087－880－7442）へ

第9回
サマーダンス
フェスティバル
日時 ７月８日㈰ 12:00～16:00
場所 文化会館 視聴覚室
会費 1,000円
※新野祥司さん来場。男女学生パートナー
同行。ゴーゴーファミリーズ出演。タカ
ダンスファッション出店。
問 マドンナダンスクラブ 吉田
（☎27－0154）へ

労働保険の年度更新のお知らせ
平成30年度の労働保険の年度更新手続き
は、お済みでしょうか。まだ手続きがお済
みでない事業主の方は、７月10日㈫が申
告・納付期限となっていますので、すみや
かに申告・納付されますようお願いします。
※くわしくは、お問い合わせください。
問 徳島労働局 労働保険徴収室
（☎088－652－9143）へ

収入保険がはじまります
新しくスタートする収入保険では、農業者
ごとの収入減少を総合的に補てんする新た
なセーフティネットとして、平成31年１
月から実施されます。
自然災害による収量減少だけでなく、価格
低下なども含めた収入減少を補てんする仕
組みとなっており、青色申告を行っている
農業者を対象としています。
農産物ならどのような品目でも対象となり、
農業者ごとの平均収入の８割以上の収入が
確保されます。
問 徳島県農業共済組合本所
（☎0886－22－7731）または
南部支所（☎21－1050）へ
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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。

「更生保護」ってなぁに？
地域との連携・協働活動シン
ポジウム

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時
場所
内容

７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

「駅前労働相談会」を開催
解雇や賃金未払い、パワハラ、配転拒否な
どの労使間トラブルについて、徳島県労働
委員会委員が解決のためのアドバイスをし
ます。
日時 ７月22日㈰ 13:00～16:30
（受付は12:45～16:00）
場所 シビックセンター４階
（アミコビル内)
相談料 無料
申込方法 事前予約優先
（７月20日㈮15:00まで）
問 徳島県労働委員会事務局（☎088－621
－3234・FAX088－621－2889）へ

愛されて40年
「100万回生きたねこ」
佐野洋子の世界展
絵本作家・佐野洋子（1938－2010年）は、
ファンタジーの中に人間への鋭い観察と洞
察を込めた深みのある作品で、絵本の世界
に独自の存在感を放ち、エッセイストとし
て も 人 気 を 集 め ま し た。 ロ ン グ セ ラ ー
「100万回生きたねこ」など絵本の原画や
版画作品など約130点で佐野洋子のユニー
クで豊かな世界を紹介します。
会期 ７月14日㈯～９月２日㈰
※休館日は毎週月曜日（７月16日㈷、８
月13日㈪は開館)、７月17日㈫
場所 徳島県立近代美術館
観覧料 一般 1,000（800）円
高校生 500（400）円
小・中学生 300（200）円
※（ ）内は前売り、団体（20 人以上）等
の場合
※障がい者と介助者１人は観覧料が無料に
なります。
※特別展の観覧料で所蔵作品展もご覧いた
だけます。
※前売り券は、小山助学館本展、附家全店、
平惣全店、宮脇書店鴨島店、エアトラベ
ル徳島、徳島新聞社事業部で販売してい
ます。徳島新聞各販売店でも取り扱いま
す。
問 徳島県立近代美術館
（☎088－668－1088）へ
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スタジオMパート２
第28回ジャズダンス公演
ジャズやミュージカル曲、ディズニーなど
中心にステージいっぱいダンスで盛り上げ
ます。幅広い世代の人たちが楽しめる内容
です
日時 ７月15日㈰ 14:00～（開場13:30）
場所 市民会館 大ホール
料金 前売り 999円
※当日は300円増し
問 井利元（☎090－1579－0490）へ

日本将棋連盟
那賀川支部
会員募集
ひまわり会館で将棋好きの仲間と楽しく将
棋を指しています。 将棋を通して楽しく
交流ができればと思っています。将棋が好
きな方やこれを機に初めてみたい方はお気
軽にお問い合わせください。
初心者歓迎します。駒の動かし方・ルール
指導します。
日時 ７月14日㈯、28日㈯
12:00～17:00
場所 ひまわり会館
対象 青少年から高齢者の方まで、性別年
齢を問いません。
問 日本将棋連盟那賀川支部
（☎090－6888－5686）へ

親子でヨガ教室
最近流行の「ヨガ」がサンアリーナにやっ
てきました。お子さんと一緒に簡単な動き
から「ヨガ」を体験してみませんか。心も
体も元気になりましょう。
日時 ７月29日㈰ 10:00～10:45
11:00～11:45
場所 サンアリーナ
（スポーツ総合センター）
対象 保護者（18歳以上）、子ども（年長
～小学６年生）
定員 各クラス10組（１組は保護者１人
につき子ども１人）
参加費 １組800円
申込方法 ７月３日㈫10:00から受付を開
始します。下記窓口までお越し
いただくか、電話でお申し込み
ください。定員に達し次第締め
切ります。
問 七見町下川田100番地１ サンアリーナ
温水プール（☎22－8733）へ

あなんで映画をみよう会 夏例会
開催日 ７月29日㈰
場所 夢ホール（文化会館）
●「8年越しの花嫁」
出演 佐藤 健、土屋太鳳ほか
①10:30～12:30 ②14:50～16:50
●「コスタリカの奇跡」
ドキュメンタリー映画
①13:00～14:30
入場料 ▶前売り いずれか１本を見る場
合は 1,000円、両方見る場合は
1,800円
▶当日 一般・大学生1,300円、
セニヤ1,100円、小中高生・障
がいのある方500円
チケット販売場所 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 店、 徳 島 店 ）
、
中富書店、フジグラン
阿南、アピカ
問 あなんで映画をみよう会
（☎090－2788－5465）へ

阿南工業高等専門学校
公開講座「コマ実験セットを
使った品質工学 （パラメー
タ設計）講座」受講者募集
日時 ９月１日㈯ 13:00～17:00
場所 阿南高専 機械棟２階 製図室
対象 一般の方
定員 ６人
受講料 5,400円
申込方法 申込期間になりましたら、電話
で受講予約をしてください。
申込期間 ７月17日㈫～27日㈮
問 阿南工業高等専門学校 総務課企画情報
係（☎23－7215）へ
※土、日曜日を除く8:30～17:00

親子で通う里海ようちえん
「こみこ」
お母さんもお子さんも気軽に定期的に足を
運べる息抜きスペース。３歳までの毎日は
変化の連続。自然の中でのんびりたっぷり
心を開放しませんか。
対象 ０～３歳までのお子さんとその親
日時 ７月10日㈫、19日㈭ 定員 10組
9:45～13:30
※お昼頃お弁当タイム
場所 ちいさなおうち（徳島市大原町小神子）
参加費 １回1,000円
問 親子で通う里海ようちえん「こみこ」
（☎24－9201）へ

「更生保護」とは、非行や犯罪に陥った人
たちが、再び社会の一員として、立ち直る
のを支援しようという制度です。更生保護
への理解と協力を得るための運動を展開し
つつ、広く社会の方々に更生保護の心を伝
え、地域に更生保護の土壌を創りあげるた
めに活動しています。
日時 ７月12日㈭ 13:00～15:00
場所 夢ホール（文化会館）
内容 パネルディスカッション
コーディネーター 岡山理科大学非常勤講
師 市場恵子さん
パネラー ＮＰＯ法人再非行防止サポート
センター愛知理事長 高坂朝人
さん、徳島保護観察所総括保護
観察官 東山和憲さん、阿南ひ
まわり更生保護女性会会長 渡
辺純子さん
※申込不要、入場無料
問 阿南ひまわり更生保護女性会
（☎090－3185－4875）へ

夏休みバウンドテニス教室
参加者募集
対象

小学生から大人までどなたでも。
２日間とも参加できる方。
※小学３年生以下は保護者同伴
日程
▶Ａコース ７月27日㈮、８月１日㈬
▶Ｂコース ８月22日㈬、24日㈮
時間 10:00～12:00
場所 スポーツ総合センター
（サンアリーナ）
定員 20人程度（先着順）
参加費 200円（保険料）
持参物 体育館シューズ、飲み物、タオル
申込方法 ７月22日㈰までに氏名、年齢
（学年）
、電話番号、コースの別
（Ａ・Ｂ・ＡＢ）を記入し、は
がきで下記までお申し込みくだ
さい。
問 〒774-0012 七見町下川田100番地1
スポーツ総合センター内 サンアリー
ナスポーツクラブバウンドテニス
バウンドテニス教室係（☎22－2300）
へ

杜のホスピタル
トリオコンサート

「四国の右下観光局」は
宣言します！

日時 ７月14日㈭ 14:00～
場所 杜のホスピタルＯＴホール
出演 鈴江早都子（フルート）、五藤千奈
（オーボエ）、新城鈴子（ピアノ）
演奏曲 アラ・ホーンパイプ、ブルジョワ
組曲ほか
※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

「四国の右下」とも呼ばれる県南部には、
自然、伝統文化、食材など、国内外に誇れ
るすばらしい宝物が随所に存在します。
ま た、「 ワ ー ル ド マ ス タ ー ズ ゲ ー ム ズ
2021関西」では、県南部でも競技が実施
されることが決定しており、地域の魅力を
国内外にアピールする千載一遇のチャンス
が巡ってきています。
１つ１つの地域は小さくても、個性豊かな
地域が連携することにより、多くの方を受
け入れられる、魅力的な目的地となります。
そんな観光地域づくりの「舵取り役」が、
私たち「四国の右下観光局」です。
私たちは、皆さんといっしょに地域の観光
資源に一層の磨きをかけ､「観光」で県南
部に「仕事」を生み出し、将来も子どもた
ちが地域で住み続けることができる“持続
可能なまちづくり” をめざします。
●私たちに期待してほしいこと
⑴ 皆さんの観光地域づくりのお手伝いを
します
⑵ 四国の右下の魅力を国内外に発信しま
す
⑶ 多くの観光客を四国の右下に呼び込み
ます
⑷ 四国の右下での観光客による消費を促
します

は

は

HAHAは クラブ
潮風に吹かれながら、山道を歩きながら、
カヌーに乗りながら、お子さんもお母さん
も心をくつろがせて子育てや自然遊びの楽
しみを味わいましょう。
対象 ０～３歳までのお子さんとその親
参加費 １回
1,890円
定員 15組
※年間申込みもあります。
日程 ７月17日㈫、９月11日㈫、９月29
日㈯～30日㈰（ファミリーキャン
プ ）、10月16日 ㈫、11月20日 ㈫、
12月18日㈫、平成31年２月19日
㈫、３月19日㈫
時間 10:00～14:00
（お昼頃お弁当タイム）
場所 ちいさなおうち
（徳島市大原町小神子）
問 HAHA はクラブ（☎24－9201）へ

問 一般社団法人 四国の右下観光局
（☎0884－70－5880）へ
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７月の相談

７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。

弁護士による法律相談（要予約）

５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。

行政相談委員による行政相談 10日㈫、24日㈫
時 9:30～11:30 所 市役所１階
問 市民生活課 ☎22−1116

相談室

27日㈮

時 14:00～16:00 所 ひまわり会館１階
問 市民生活課 ☎22−1116

※予約不要。１人30分まで。先着４人限定。

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

11日㈬

時 13:30～16:00 所 橘公民館、長生公民館
問 人権・男女参画課 ☎22−3094

人権相談

20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

女性のための生き方なんでも相談 （要予約）
日
日
所
問

３・10・17・24・31日 時 13:00～17:00
13・27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）

5 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

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

２日㈪、９日㈪、23日㈪、30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

10日㈫

時 10:00～15:00 所 市役所１階 多目的スペース
問 徳島県宅地建物取引業協会阿南・海部支部 ☎23−7408

または住宅・建築課 ☎22－3431

編集室の

窓
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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

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。
）

７月の市税
■固 定 資 産 税（第２期）
■国民健康保険税（第２期）
納期限は、７月31日㈫です。納め忘れのないようにしましょう。
日曜相談窓口 29日㈰ 8:30〜17:00（市役所税務課納税係）
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。
※課税内容についてのご相談は平日開庁時間内に対応しています。

問い合わせは

税務課納税係（☎22−1792）へ

７月の平日延長窓口
４日㈬、18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。
）

●市税の納付および分納等の納税相談
税務課納税係（☎22−1792）へ

子育て家庭教育電話相談（来所相談も可）

空き家・空土地有効活用相談会

問い合わせは
☎23−5778
☎22−1313
☎44−4343
☎22−1313
☎44−1010
☎22−1313

市民生活課（☎22−1116）へ

※８月の相談日はありません。

心配ごと相談

所在地
中大野町
宝 田 町
羽ノ浦町
宝 田 町
羽ノ浦町
宝 田 町

院
内
院
内
器
内

※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。

●夜間（毎日）の当番

司法書士による法律相談

消費生活相談

●休日昼間 9：00〜17：00
日
医療機関名
1日 松 﨑 内 科 医
8日 阿 南 中 央 病 院
15日 宮
本
病
16日 阿 南 中 央 病 院
22日 む ら か み 内 科 循 環
29日 阿 南 中 央 病 院

スポーツ施設７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

73,887 人 （−45）
35,746 人 （−39）
38,141 人 （− 6）
30,886世帯（＋19）

※平成30年５月末日現在カッコ内は前月対比

2・9・17・23・30日
4・11・18・25日
2・9・17・23・30日
2・9・17・23・30日
3・10・17・24・31日

選挙人名簿登録者数
登録者数
（男）
（女）

62,456人
29,958人
32,498人

※平成30年６月１日現在

「ハンセン病回復者との交流会」に参加して、自らの体験を切々と語る回復者の姿に心を打たれました。「生きて故郷・阿南の地を踏むこと
ができて良かった」。ハンセン病を正しく理解し、広めたい。回復者が自然体で故郷に帰ることができる社会づくりのために。（谷内）
梅雨が明けたら、ひまわりが町を彩る季節がやってきます。7月のイベントといえば、海開き、七夕、夏祭り！ひまわりとともに明るく元
気な毎日を過ごしたいです。（久保）

な ん 2018.07

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

第６回手工芸品
チャリティマーケット 参加者募集
ご本人の手作り品に限ります。両日ご参加
ください。 売り上げの一部をチャリティ
24にご寄付いただきます。
日時 ８月25日㈯、26日㈰
11:00～15:30
場所 文化会館 ホワイエ
参加費 １組1,000円 定員 15組（先着）
募集期間 ７月１日㈰～24日㈫
●打ち合わせ会
日時 ８月４日㈯ 10:30～12:00
場所 文化会館
問 NPO法人夢ホール市民協議会
夢つくりあなん（☎23－5599）へ

市民の情報ひろば

勤労青少年ホーム短期講座
「プロに教わるおいしいアイス
コーヒーの入れ方」受講者募集
あなたの好きなコーヒーを探しませんか。
日時 ７月26日㈭ 19:00～21:00
場所 勤労青少年ホーム料理室
定員 12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 300円（コーヒーみやげ付き）
※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 コーヒーワークス 小原 博さん
申込締切日 ７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

ママと一緒に楽しい時間♪
子育てママの交流サロン

赤ちゃんもママも
笑顔になる
ベビーマッサージ

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プレ
ゼントさせていただきます♪
日時 ７月24日㈫ 10:00～11:00
場所 ひまわり会館３階 ゆとりの間
対象 ０〜２歳のお子様とママ
参加料 無料 ※要予約
問 子育てママの交流サロンの会 金光
（☎24－8710）へ

保育士によるべビマ♪筋肉の発達を促して、
運動機能を高めましょう♪
日時 ７月４日㈬ 10:00～11:00
場所 那賀川社会福祉会館２階 和室
内容 筋力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

第２回富岡公民館長杯
将棋大会参加者募集
少年・少女棋士たちの参加をお待ちしています。
日時 ７月29日㈰ 10:00開会式
（9:30～受付）
場所 富岡公民館
部門 ①富岡公民館長杯（小学生～高校生・
高専生まで参加可）
②小学生初級者大会（小学生のみ参
加可・申込先着32人まで）
参加費 無料。昼食は各自ご用意ください。
午後からは大会ゲストのプロ棋士・女流棋
士２人による指導対局あり（無料・学生の
み対象）
※今大会は事前申し込みが必要です！
参加申込方法
１．富岡公民館に電話にて申し込む
７月２日㈪から受付 ☎22－1028
２．メールで申し込む
先行受付中 tkh2shogi@yahoo.co.jp
申込締切日 ７月27日㈮ 17:00
※期間限定大会ブログ公開中
http://tkh-2.blog.jp
ブログからも参加申込みできます。
問 富岡公民館（☎22－1028）へ

Jパワー＆よんでん
Waンダーランドイベント
イベント開始時間 ①11:00〜②14:00〜
●Wa ンダーランドの「サマーサイエンス
ショー」船田智史先生の「液体窒素で大
実験！」〜巨大空気砲も登場〜
あつーい夏に冷凍バラ体験してみよう！
７月16日㈷ 対象 小学生程度
場所 Waンダーホール
●ふしぎ発見工作〜電気っておもしろい〜
７月29日㈰「炭電池懐中電灯を作ろう」
定員 各回25人
持参物 円柱タイプの500ml ペットボトル１本
●毎月第3日曜日は、サンデーイベント
〜夏休みの宿題をお手伝い〜
定員 各回20人
申込方法 お電話でご予約ください。
▶7月15日㈰「保冷剤でぷるるんアロマ」
持参物 ケーキなどについている保冷剤３
〜４個、200ml くらいの空き瓶
▶８月19日㈰「ふしぎな貯金箱」
持参物 １リットル牛乳パック１本
問 J パワー＆よんでんWa ンダーランド
（☎34－3251）へ

▼

時 時間
所 場所
問 問い合わせ先

▼

日 開催日
予 予約受付

サマーフェスタ2018海上自衛隊
小松島航空基地一般公開
日時
場所

７月15日㈰ 9:00～15:00
海上自衛隊小松島航空基地
（小松島市和田島町）
内容 航空機展示飛行、消防車体験搭乗、
支援船体験航海、航空機・消防車・
救命装備品等展示、基地内見学ツア
ー、鮎のつかみ取りほか
※入場無料、申込不要
問 海上自衛隊自衛隊第24航空隊
（☎0885－37－2111内線204）へ

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
▶７月６日㈮ 10:30～12:30（２時間）
「ペライチ」で誰でも簡単！ホームペー
ジ制作
※外部講師を招いて開催する特別イベント
です。
「ペライチ」とは無料でホームページ作
成ができるサービスです。テンプレート
が選べるので、誰でも簡単にプロ並みの
本格的なホームページやランディングペ
ージを作ることができます！自分のホー
ムページを作りたい、簡単な作り方を知
りたい方におすすめです。
▶７月18日㈬ 10:30～12:00
（１時間30分）
クラウドソーシングサイトを始めてみよう
自宅にいながらお仕事の受発注ができる
クラウドソーシングサービスについて学
びましょう。クラウドソーシングについ
て知らない方も安心！ 1人ではよくわか
らなくて不安な会員登録からお仕事の選
び方のコツまで丁寧にお伝えします。
対象・定員 市内在住の女性、各８組程度
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）
※お車でお越しの際は市役所の駐車場をご
利用ください。
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
※開館は月、水、金曜日10:00～15:00（祝
日を除く）

広報 あ
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