
～人生100年時代を生きる～
定年後の「仕事」と「お金」勉強会
日時　２月18日㈪　13:30～15:00
場所　市民会館　会議室
対象　市内在住のおおむね60歳以上の方
内容　老後に必要な貯蓄をザックリ把握す

る方法、老後の予期せぬお金トップ
５位、実際にあった老後や相談のお
困りごと、豊かに暮らすための自分
年金の考え方、仕事、健康、お金、
家族のバランス感覚

講師　税理士法人　徳島／徳島相続相談プ
ラザ　１級ファイナンシャル・プラ
ンニング技能士　尾﨑　大さん

定員　20人（先着順）　　受講料　無料
申込期間　２月１日㈮～
　　　　　※土、日、祝日を除く
●会員募集中
毎月第１、３火曜日14:00～説明会を実施
しています。お気軽にお立ち寄りください。
問 阿南市シルバー人材センター
　 （☎23－2630）へ　※平日9:00～16:00

起業体験プログラム

「阿南で将来活躍する
起業家を目指そう!!」

「商売」ってなあに？「働く」ってどういうこと？

こどもたちが仮想会社を設立し、専門家の
指導により商品企画から事業計画・資金調
達・製造・販売・決算までの会社の経営を
体験していただきます。
日時　２月16日㈯　9:00～17:00
　　　２月17日㈰　9:00～16:00
　　　※昼１時間休憩有り
場所　ショッピングプラザ　アピカ
対象　阿南市内の小学校５、６年生で、２

日間参加可能な方
定員　20人　　申込締切日　２月５日㈫
問 阿南商工会議所　武田（☎22－2301）へ

阿南税務署から確定申告に
関するお知らせ 
確定申告書等作成コーナーで申告書を作成
できます
確定申告会場には、毎年多くの方が来場さ
れます。申告会場の混雑緩和のため、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。　　　　　
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コ
ーナー」では、画面の案内に従って該当項
目を入力することにより、所得税および復
興特別所得税、贈与税、消費税および地方
消費税の申告書や青色申告決算書などが作
成できます。
作成した申告書は、直接、電子申告するか、
A4サイズの普通紙に印刷して郵送等で税
務署に提出することができます。
国税庁ホームページアドレス　
http://www.nta.go.jp

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

問 阿南税務署（☎22－0414）へ
※自動音声によりご案内しておりますので、

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」

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。

阿南商工会議所　特別講演会
「しなやかな“地域”の作り方
（あきらめない、まちづくりの方法）」

少子高齢化・人口減少・過疎化問題は日本
全体の問題で避けては通れない状況です。
阿南市においてもその問題はいずれ私たち
の生活に大きな影響を与えることは間違い
ないでしょう。
そんな中、全国各地はもとより、世界中の
まちづくりを現場で体感してきた藻谷浩介
氏を招いての特別講演会を開催します。
藻谷氏と共に阿南市が抱えている問題を考
察することによって、自分たちのまちや暮ら
しの未来を考えるきっかけにしませんか？入
場無料でどなたでも参加できます！
日時　２月13日㈬　18:00～20:00
場所　ひまわり会館２階　ふれあいホール
講師　㈱日本総合研究所　主席研究員
　　　藻谷浩介氏
※入場無料。２月８日㈮までに要申込。
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

阿南工業・阿南光高校邦楽部・
富岡西高校箏曲部合同
第12回　邦楽発表会
邦楽の音色をお楽しみください。
日時　２月24日㈰　14:00～（開場13:30）
場所　富岡公民館２階
演奏曲　二つの三絃の為の八章「群」、

EMOTION－ときめき－、千本桜
など

入場料　無料
※クイズコーナーの正解者に、プレゼント

を用意しています。
問 富岡西高校箏曲部（☎22－0041）へ

フリースペース チャレンジ
とくしま芸術祭 2019 
徳島発アーティストの発見と支援を目的と
した芸術祭 です。絵画、彫刻、工芸など
の「展示部門」と、音楽、ダンス、芸能な
どの「パフォーマンス部門」があり、参加
者は公募。 県出身または在住者であれば、
年齢、経験不問、事前審査なし。審査で各
賞が決まるコンクールです。受賞者発表会

（３月23日、24日）も開催します。
会期　２月５日㈫～17日㈰　
▶展示部門　9:30～17:00
※17日㈰は16:30まで
▶パフォーマンス部門　２月９日㈯
9:45～16:40（予定）※入場無料
問 徳島県立近代美術館
　 （☎088－668－1088）へ

介護予防教室
①日時　２月４日㈪　13:30～15:00
　場所　富岡公民館
　申込締切日　２月１日㈮
②日時　２月14日㈭　13:30～15:00
　場所　宝田公民館
　申込締切日　２月７日㈭
③日時　２月18日㈪　13:30～15:00
　場所　中野島公民館
　申込締切日　２月12日㈫
〈共通事項〉
講師　三馬絹子さん
内容　管理栄養士さんのレシピ
参加費　500円
持参物　エプロン、三角巾
問 東部高齢者お世話センター
　 （☎22－4577）へ

④日時　２月18日㈪　13:30～14:30
　場所　橘公民館
⑤日時　２月25日㈪　13:30～14:30
　場所　桑野公民館
〈共通事項〉
講師　武田美輪さん
内容　介護予防のための口腔ケア
※申込不要、参加費無料
　どなたでも参加できます。
問 中部高齢者お世話センター
　 （☎23－3728）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　２月９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

「活竹祭」ごみゼロ大作戦
ボランティアスタッフ募集！ 
阿南市の地場産業・農産物・その他特産品
を販売する「活竹祭」を開催するにあたり、

「ごみ分別ステーション」を設置し、ゴミ
の分別回収を呼び掛けるボランティアスタ
ッフを募集します。ご協力いただける方は、
お電話でお申し込みください。
日時　２月24日㈰ １部　 9:00～12:30
　　　　　　　　 ２部　12:30～16:00
場所　阿南市役所　ごみステーション
募集人数　20人（各部：10人）
問 阿南商工会議所　野村（☎22－2301）へ

健康とくしま“ウォーキング・ラリー”
参加者募集
日本古来から健康を支えてくれた“梅” の香
りから認知症予防にノルディック・ウォー
クで楽しくチャレンジ
日時　２月24日㈰　9:15～12:10
集合受付場所　たむらのタマゴ駐車場
　　　　　　　（長生町原田）
コース　集合場所～明谷梅林内散策（途中

ゲームを楽しみながら３～５㎞コ
ース）～出発地点

参加費　500円（中学生以下は無料）
※ポールの貸出は１組300円

問 とくしまノルディック・ウオーク協会
（☎090－3782－4325・FAX088－642
－5003）へ

古物営業者の皆さんへ
～古物営業法の改正について～

「古物営業法の一部を改正する法律（平成
30年法律第21号。以下「改正法」といい
ます）」が平成30年４月25日に公布され
ました。改正法は、２回に分けて施行され、
１回目の施行は平成30年10月24日、２回
目の施行は公布の日から起算して２年を超
えない範囲内において政令で定める日（以
下「２回目の施行日」といいます）から施
行されます。
１　１回目の施行（平成30年10月24日）
で改正された主な概要

①営業制限の見直し②簡易取消しの新
設③欠格事由の追加等

２　2回目の施行で改正される内容
　　許可単位の見直し
３　主たる営業所等の届出について

「『２回目の施行日』の前日」までに古
物営業の許可を取得した古物営業者の
皆さんが2回目の施行日以降において
も引き続き許可を受け続けるためには

「主たる営業所等の届出」をすること
が必要です。

※届出方法等くわしくは下記までご連絡く
ださい。

問 徳島県警察本部許可事務指導室
　 （☎088－622－3101）へ

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@anan.i-tokushima.jp

ラクラク中国語講座
教室に行かなくでも、Skype を使って、
勉強ができます。中国語に興味がある方、
ぜひご参加ください。
日程　随時　　場所　各自宅になります。
対象　どなたでも
受講料　１カ月1,500円　　　
Skype名　live:90c224771579a218                                 
問 liu li（☎080－8106－7878）へ
e-mail:moon-sun1726@docomo.ne.jp 杜のホスピタル文化活動

場所　杜のホスピタル５階　杜のホール
※入場無料
●ハープコンサート
日時　２月２日㈯　14:00～
出演　青山　唯さん
●講演会　人形浄瑠璃
日時　２月９日㈯　14:00～
出演　阿波十郎兵衛屋敷
問 杜のホスピタルリハビリ課
　 （☎22－0218）へ

たのしいソフトテニス
日程　毎週土曜日　19:00～22:00
場所　羽ノ浦町総合体育館Ａコート
　　　（羽ノ浦中学校東隣）
会費　１回300円（照明代等）
競技レベル　おおむね中級
応募条件　年齢男女等制限ありません。
参加方法　直接体育館にお越しください。
問 羽ノ浦町体育協会テニス部ソフトテニ

ス支部　原（☎090－7140－0147）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始めてみたい方はお気
軽にお問い合わせください。
日時　毎週土曜日　12:00～17:00
場所　ひまわり会館２階
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

阿南こども将棋教室
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。
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）

問 日本将棋連盟普及指導員　
　 （☎090－6888－5686）へ

ウルトラマラソン大会
給水所ボランティア募集
日時　４月28日㈰　5:00～19:00
場所　室戸市佐喜浜中学校～かもだ岬温泉
内容　各給水ポイントでランナーに飲食物

を手渡す、ランナー通過（出発）ご
とに、次の給水所チームへ連絡、分
岐点、三差路などコース案内係

申込方法　NPO法人阿南未来創造社ホー
ムページから、申込書をダウン
ロードして郵送、メールまたは
ファクスでお申し込みください。

申込締切日　１月31日㈭
※送迎不可。各現地集合でお願いします。
問 ウルトラマラソン大会事務局　助田
　 （☎080－5634－9260）へ

2018　展示部門
グランプリ

2018　パフォーマンス部門
グランプリ

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
ちですぐ始められるケアを学びましょう♪
日時　２月６日㈬　10:00～11:00
場所　那賀川社会福祉会館２階　和室
対象　０歳～３歳の男の子とママ
参加費　１回1,500円　※要予約
※おくるみタッチケア、ベビーマッサージ

教室も開催中♪日時など、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

見能林寄席
（阿南高専
落語研究部 
卒業公演）
皆さんも落語を聞いて、笑って、ぽかぽか
陽気な春の気分になりませんか。
日時　３月２日㈯　13:30～（13:00開場）
場所　見能林公民館　和室
木戸銭（入場料）　無料
※駐車場の台数に限りがございますので、

お乗り合わせまたは公共交通機関をご利
用ください。

問 阿南高専落語研究部　顧問　奥本
　 （☎23－7108）へ

映画「波乗りオフィスへようこそ」
特別先行上映会
小さな町に奇跡を起こした日本一にぎやか
な過疎地の再生と感動の物語。
日時　２月17日㈰　13:30～（13:00開場）
場所　夢ホール（文化会館）
内容　映画上映（上映前に、監督と関口知宏

さんほか出演者の舞台あいさつを予定）
入場料　前売1,400円
　　　　当日一般1,800円
チケット販売　文化会館、情報文化センタ

ー、平惣全店
※チケットの詳細は、公式サイトをご覧ください。
　公式サイト：naminori-office.com
問 マジックアワー （☎03－5784－3120）へ
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