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

あなんで映画をみよう会

第４回地域リハビリテーショ
ン講座
（南部地区）
受講生募集

池井戸潤作品 初の映画化
「空飛ぶタイヤ」
日時 １月14日㈷
①10:30～12:30 ②14:00～16:00
場所 夢ホール（文化会館）
出演 長瀬智也、ディーン・フジオカ、
高橋一生ほか
チケット

在宅ケアに関わる方々 (介護実務者および
介護従事者）やリハビリテーションに興味
のある方などを対象に無料で講座を開催し
ます。
日時 １月27日㈰ 9:00～15:00
場所 医療法人翠松会 岩城クリニック
デイケアルーム
参加資格 在宅ケアに関わる方々 (介護実
務者および介護従事者）やリハビ
リテーションに興味のある方など
定員 15人（先着順）
内容 ①地域包括ケアとリハビリテーショ
ン②いきいき百歳体操の実際③地域で行う
体力評価④理学療法士の視点から見た認知
症予防とリハビリテーション⑤理学療法士
が行う車いすへの移し方・車いす操作の仕
方（１講座55分╳５）
申込方法 １月18日㈮までに、①氏名②
職種③所属機関④連絡先（電話番号、メー
ルアドレス）をお知らせください。
問 岩城クリニックリハビリテーション部
近藤 学（☎23－5600 ）へ
e-mail:manabu.kondou@gmail.com

１月上映会

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
障がいのある方

チケット販売場所 市民会館、文化会館 、
情報文化センター、平惣書店、中
富書店 、フジグラン阿南、アピカ
問 あなんで映画をみよう会
（☎090－2788－5465）へ

第17回チャリティーパーティー
「ダンスの集い」
日時 ２月17日㈰ 12:30～16:00
場所 文化会館 視聴覚室
会費 1,000円
協力 マドンナダンスクラブ、
スタジオアプローズ 新野祥司先生
（JDC プロ ラテン・ボールルール A級）
※男女学生パートナー同行
※タカダンス出店
問 吉田（☎27－0154）へ

「津峯神社・初詣」ウオーク
開催日 １月12日㈯ ※少雨決行
行程 9:30夢ホール集合、見能林町側か
ら津峯山（284m）に登り、津峯神社で初
詣・昼食・休憩の後、津乃峰町側に下り、
15:00頃阿波橘駅で解散。（約9km）
参加費 300円（阿南歩こう会会員200
円）、小学生以下の方は無料
持参物 弁当、飲み物、雨具、保険証
※寒い時期です。体調を整えてご参加くだ
さい。着脱可能な服装、滑りにくい靴で
お越しください。傷害保険には加入して
いますが、保険適用外の事故などの責任
は負いません。
問 阿南歩こう会事務局 新川
（☎22－3188）へ

放送大学４月生募集
平成31年度第１学期（４月入学）の学生
を募集します。
放送大学はテレビ、ラジオ、インターネッ
トを利用して授業を行う通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科
学など、約300の幅広い授業科目があり、
１科目から学ぶことができます。
出願期間 第１回 ２月28日㈭まで
第２回 ３月１日㈮〜３月17日㈰
※資料を無料で差し上げています。
問 放送大学徳島学習センター
（☎088－602－0151）へ
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阿南第九の会 第10回演奏会
日時 ２月10日㈰ 14:00～（13:30開場）
場所 夢ホール
内容 ▶第１部 ｢宇宙戦艦ヤマト｣ ほか▶
第２部ソリストによる独唱曲▶第３部ベー
トーヴェン作曲交響曲第九番より第４楽章
入場料 1,000円（高校生以下無料）
※前売りチケットは文化会館、フジグラン、
アピカで販売しています。
問 阿南第九の会事務局
（☎090－3611－3106）へ

第９回羽ノ浦
新春凧揚げ大会
お正月は友達や家族と広い野原で凧揚げを
楽しもう！おやじ塾農園のおいしい焼いも
（300個）をプレゼントします。
日時 １月３日㈭ 10:00～14:00
※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）
問 羽ノ浦町おやじのなんでも塾 福井
（☎090－5717－7334）へ

小松島税関支署
からのお願い 税関イメージキャラクター
カスタム君

税関では、覚醒剤等の不正薬物の密輸や国
際テロ等に対する取り締まりを強化してい
ます。不審な荷物や不審な人物、おかしい
なと思ったら、税関密輸ダイヤル（24時
間受付）までお願いします。
フリーダイヤル
（許しません） （シロイ
（粉）
） （クロイ
（武器）
）
☎0 120－ 4 6 1 －９ ６ １
徳島県の貿易や密輸の現状等の説明や出前
講座のご要望も、お気軽にお問い合わせく
ださい。
（☎0885－32－0326）へ
問 小松島税関支署

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」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1.78％
※母子家庭の方などは年1.38％
（平成30年11月12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

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

阿南市おはなしボランティアネットワークの会

子どもたちの豊かな育ちのために
〜学校図書館に期待すること〜
日時
場所
講師

１月19日㈯ 10:10～11:40
那賀川図書館 視聴覚室
学校図書館を考える会・丸亀
代表 溝渕由美子さん
参加費 無料（資料代200円）※申込不要
問 阿南市おはなしボランティアネットワー
クの会・学校図書館を考える会・阿南
敷田（☎090－1577－6252）へ

マイナンバーカード
普及促進キャンペーン実施中
特典

マイナンバーカードＰＲ「特製クリ
アファイル」プレゼント
対象者 ①期間中にカードの申請をされた
方または交付を受けた方②すでにカードを
お持ちの方（カードの提示が必要）
期間 ２月28日㈭まで（なくなり次第終了）
問 徳島県政策創造部地方創生局地域振興課
（☎088－621－2142）へ

確定申告に関するお知らせ
阿南税務署における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）、贈与税の確定申告会場は下記の
とおりです。
申告場所 阿南市商工業振興センター
２階 展示ホール
申告期間 ２月18日㈪～３月15日㈮
※土、日曜日を除く。
受付時間 9:00～16:00
※混雑状況により受付を早めに終了させて
いただく場合があります。
駐車場 フジグラン阿南
※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ご利用ください。
混雑緩和のため、ご自宅で申告書が作成で
きる国税庁ホームページ「確定申告書等作
成コーナー」をぜひご利用ください。
税務署へ提出していただく平成30年分の
所得税等の確定申告書には、マイナンバー
（個人番号）の記載と、本人確認書類の提
示または写しの添付が必要です。
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
なお、平成30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１日㈪までですので、ご注意ください。
問 阿南税務署（☎22－0414）へ
※自動音声によりご案内をしておりますの
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」

ユニバーサル
美術館展

市民の情報ひろば

視聴覚障がい者支援センター
巡回相談

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練 受講生募集

見えない・見えにくいことによるお困りご
と相談会を実施します。見えない・見えに
くいことで生活面の不便に感じること、不
安に思うことがある方は、この機会にご相
談ください。また、白杖などの補装具や拡
大読書器などの日常生活用具、視覚障がい
者向け便利グッズ等もご紹介します。身体
障がい者手帳の有無は問いません。
日時 １月28日㈪ 13:00～16:00
場所 市役所１階 相談室
問 視聴覚障がい者支援センター
阪井、湯浅（☎088－631－1400）へ

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４日㈪
問 ポリテクセンター徳島（☎088－654
－5102）へ ※平日9:00～17:00

どうぶつしょうぎ講座参加者募集
将棋に興味があるけど、難しそうという方、
子どもにさせてみたいという方。脳トレに
も。一からの講座です。
日時 １月13日㈰ 13:00～17:00
場所 富岡公民館１階 図書室
対象 ４歳～大人まで 参加費 無料
講師 どうぶつしょうぎインストラクター
原田慎也さん
問 富岡公民館（☎22－1028）へ

パソコン学ぶ君
上級講座（パソコン教室）
瑛九
〈陽気な人〉
1954年

誰もが楽しめる美術館の姿を探る、新しい
展示の試みです。彫刻台の工夫、五感を生
かして交流するなどのアイデアを盛り込み
ます。当館所蔵の美術品の魅力を深く味わ
う、どなたにも親しみやすい内容です。
会期 １月23日㈬まで
観覧料 一般200（160）円、高・大生100
（80）円、小・中生50（40）円
※（ ）内は20人以上の団体料金
問 県立近代美術館（☎088－668－1088）へ

保育士による
ベビーマッサージ＆
おくるみタッチケア
●ベビーマッサージ教室 ※要予約
便秘や夜泣きに効果的です♪
日時 １月９日㈬ 10:00～11:00
場所 那賀川社会福祉会館２階 和室
内容 お腹すっきり夜ぐっすりべビマ
対象 生後２カ月～１歳頃までの赤ちゃん
とママ
参加費 １回1,500円
●おくるみタッチケア
おくるみの正しい包み方と優しいタッチケ
アで赤ちゃんぐっすり。産後すぐ役立ちま
す♪対象は、妊婦さん、生後2カ月までの
赤ちゃんとママです。日程等くわしくはお
問い合わせください。
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
PLUS BABY 玉置（☎090－2895－
0224）へ

マイクロソフトオフィス スペシャリスト
（MOS）のWord2016の資格取得ができ
るスキルを身に付けよう！ Word が終わ
ったらExcel をします。
開催日 １月～毎月第１、２、４土曜日
9:30～11:30
場所 羽ノ浦公民館
講師 庄野政彦（MOS資格取得 Word
2010 Excel 2010 Expert）
参加費 １回500円 ※要申込
テキスト MOS Microsoft Office Specialist
攻略問題集Word2016
持参物 パソコン
問 庄野政彦（☎090－2780－3200）へ

日本将棋連盟
那賀川支部から
第42回お正月徳島県将棋新人王戦大会
日時 １月２日㈬ 10:00～（9:30受付）
場所 那賀川公民館（旧今津公民館）
参加クラス ＡＢ級で平手戦
競技方法 ４人１組で予選を行い、２敗失格。
２勝通過後決勝トーナメント
参加費 一般1,500円（昼食付）
こども学割1,200円
賞 各クラスの優勝、準優勝、３位２人に
賞品があります。
阿南こども将棋教室
日程 土曜日10:00～12:00 ※要問い合わせ
場所 ひまわり会館３階 和室
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）
問 日本将棋連盟那賀川支部
（☎090－6888－5686）へ

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時
場所
内容

１月12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（☎26－1157）へ

平等寺
「仮面初会式」
～人は誰でも 自分という仮面をかぶって
生きている 寺にいるときくらい もっと
自由でいいじゃないか～
どなたさまも、仮装してお越しください。
日時 １月27日㈰ 9:30～16:00
場所 四国霊場22番札所平等寺（新野町）
内容 稚児行列、はくすいマルシェ、大餅
投げ、仮装コンテスト、平等寺寄席
と講話、五色綱引き大会ほか
問 仮面初会式実行委員会（☎36－3522）へ

健祥会アンダルシア情報発信隊
「歩行改善の成果と認知症予防
の最新情報」
日時
場所

１月18日㈮ 13:30～15:00
健祥会アンダルシア１階
デイセンターカルメン
内容 ①ホンダ歩行アシストの実用状況と
効果②コグニバイク導入における認
知症予防
※当日、体験利用もできます。
問 ケアハウス健祥会アンダルシア
仁木（☎44－6830）へ

介護予防体操
対象 おおむね65歳以上の方
※参加費無料、申込不要
①日時 １月７日㈪ 10:00～11:00
場所 富岡公民館
②日時 １月21日㈪ 10:00～11:00
場所 中野島公民館
〈共通〉講師 株本泰輔さん
持参物 水分補給用飲み物
問 東部高齢者お世話センター
（☎22－4577）へ
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