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。11月号の締め切りは９月30日㈪です。
メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

問 徳島働き方改革推進支援センター
（☎0120－967－951）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。車いす、足
が不自由な方の参加も可能です。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、ルールを指導します。
日程 毎週土曜日 9:30～17:00
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

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。論理的思考や礼儀作法が身につき
ます。どうぶつ将棋もできます。
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
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遺言・相続・成年後見制度相談会

A I Aの語学教室 生徒募集中

相続・遺言や許認可手続きについて知りた
い方は、ぜひご相談ください。
日時 ９月21日㈯ 13:30～16:00
場所 ひまわり会館
相談内容 相続・遺言および農地転用、建
設業許可、開発許可などの許認
可手続きなど

日時
場所
内容

●日本語教室
日程
毎週日曜日 10:00～12:00（富岡公民館）
13:30～15:30（新野公民館）
参加費 無料（教科書代金は別途必要）
※９月８日㈰10:00からひまわり会館で日
本語スピーチコンテストを開催します。
市民の見学を歓迎します 。
●英語教室
日程 第２・４月曜日 19:30～21:00
場所 富岡公民館
参加費 3カ月4,000円
●中国語教室
日程 毎週木曜日 19:30～21:00
場所 富岡公民館
参加費 1カ月3,000円

問 徳島県行政書士会 徳島南部支部
（☎26－1157）へ

９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（☎26－1157）へ

山座峠を歩こう
（旧日和佐町～旧由岐町）
第38回徳島矯正展
日時
場所
内容

10月12日㈯ 9:00～15:30
徳島刑務所（徳島市入田町）
所内見学および各種イベント、広報
用ビデオ等の放映、藍染め体験、受
刑者の文学作品等の展示、刑務所作
業製品展示・即売

問 徳島刑務所企画部門
（☎088－644－0114）へ

徳島県母子寡婦福祉連合会
からのお知らせ
「親子わくわく自然体験＆乗馬 」
参加者募集
日時
場所
内容

11月2日㈯ 10:00～15:00
クラブ コルツ（那賀町谷内中分）
体験乗馬・動物とのふれあい・餌や
り、焼き芋作り、工作・ゲームなど
対象 ひとり親家庭の親と子（子ども3歳
以上中学生以下）50人
※応募者多数の場合は抽選
参加費 子ども1,000円、大人1,500円
申込締切日 10月11日㈮
「親子カローリング大会＆リース作り」
参加者募集
日時
場所

11月24日㈰ 10:00～14:30
穴吹スポーツセンター
（美馬市穴吹町穴吹藪ノ下5番地）
対象 ひとり親家庭の親と子（子ども3歳
以上中学生以下）20組
※応募者多数の場合は抽選
内容 クリスマスリース作り、太極拳・親
子カローリング大会、交流会・相談
会、ビンゴ大会
参加費 子ども・大人各500円
※送迎バス無料
申込締切日 11月７日㈭
問（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
（☎088－654－7418）へ

開催日 ９月28日㈯ ※小雨決行
日程 11:30日和佐駅集合～大浜海岸（昼
食）～恵比須浜キャンプ場～山座峠
～俳句の小径～白浜海岸～16:00頃
木岐駅解散（約11㎞）
※木岐駅からはＪＲを利用
参加費 300円（歩こう会会員は200円）
持参物 弁当、飲み物、雨具、健康保険証
など
※長袖、長ズボン、履きなれた靴でご参加
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。駐車場所は日和佐駅周辺で案内し
ます。
問 阿南歩こう会事務局 新川
（☎22－3188）へ

アイデア対決・全国高等専門
学校ロボットコンテスト2019
四国地区大会
日時

11月３日㈷ 12:30～17:00（予定）
（開場11:30）
場所 阿南工業高等専門学校 第一体育館
（見能林町青木265番地）
内容 大会競技課題「らん♪ RUN Laundry」
（らん・ラン・ランドリー）に基づき、
四国の高専全校（６キャンパス12
チーム）が製作したロボットによる
全国大会出場２チームを選出する競
技会およびテレビ放送番組収録
入場料 無料
申込方法 往復はがき（１枚につき、２人
分まで）往信用裏面に①郵便番
号②住所③代表者名④電話番号
⑤希望人数（2人まで）・ご来
場者の名前、返信用表面に①郵
便番号②住所③代表者名を記入
し、申し込んでください。
申込締切日 ９月30日㈪（必着）
※10月初旬に入場整理券を発送します。
（応募者多数の場合は抽選）
問 〒774‐0017 見能林町青木265番地
阿南工業高等専門学校内 高専ロボコ
ン四国地区大会事務局（☎23－7130）へ
※平日8:30～17:00

阿南中学校吹奏楽部
第40回定期演奏会
美しい響きをめざし、心を込めて演奏しま
す。
日時 ９月８日㈰ 14:00～（13:30開場）
場所 夢ホール（文化会館）
曲目 マーチ・エイプリル・リーフ、三日
月に架かるヤコブのはしご、J‐POP
メドレー、宝島ほか
※入場無料
問 阿南中学校（☎22－0539）へ

アビリンピック徳島大会2019
障がいのある方々による技能競技大会を開
催します。一般の方もご見学いただけます
ので、ぜひお越しください。
日時 ９月21日㈯ 9:30～競技開始
13:30～表彰式（ポリテクセンター
徳島）
場所 ▶パソコン競技等：ポリテクセンタ
ー徳島（徳島市昭和町8丁目27番地20）
▶ビルクリーニング競技:徳島ビルメンテ
ナンス会館（徳島市昭和町２丁目56番地）
入場料 無料 ※申込不要
問（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
高齢・障害者業務課
（☎088－611－2388）へ
http://www.jeed.or.jp/location/
shibu/tokushima/abi2019.html

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間
徳島地方法務局と徳島人権擁護委員連合会
では、学校等における「いじめ」、「体罰」
や家庭内における児童虐待など、子どもの
人権問題解消に向けて開設している「子ど
もの人権110番」電話相談について、次の
とおり強化週間を実施します。期間中は相
談時間を延長するとともに、土、日曜日も
電話相談をお受けします。通話料無料で相
談できますので、いじめなどに限らず学校
や家庭、友人関係の悩みごとなど、何でも
ご相談ください。相談は無料、秘密は厳守
します。
実施期間 ８月29日㈭～９月４日㈬の７日
間 8:30～19:00
※土、日曜日は10:00～17:00
※強化週間以外の日は平日8:30～17:15
問 徳島地方法務局人権擁護課（土、日曜日
は高松法務局人権擁護部）
（☎0120－007－110）へ
※フリーダイヤル（通話料無料）
※IP電話からは接続できません。

「出島壁画再創造プロジェクト」
クラウドファンディングにより
資金調達開始！
那賀川町の出島地区。そこには約30年前
に7,000人によって描かれた長さ2.8㎞に
及ぶ壁画があります。現在壁画は色あせて
いますが、これを再創造しようと私たちは
立ち上がりました。初年度は11月10日㈰
に壁画を描きます。６年にわたる長期間の
活動になるのでご支援よろしくお願いしま
す!
クラウドファンディングの詳細については、
下記ＵＲＬまたはＱＲコードからＷＥＢサ
イトにアクセスしてください。
プロジェクト内容 2.8㎞の壁画を再創造
プロジェクト実施日 11月10日㈰
※予備日11月17日㈰
資金募集期間 ９月15日㈰まで
目標金額 350万円
問 出島壁画再創造プロジェクト実行委員会
（事務局）担当：後藤田（那賀川町商工
会内☎42－1772）へ
https://camp-fire.jp/projects/
view/173387

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（６カ月コース）
▶CAD機械科
▶住環境計画科
訓練期間 11月１日㈮～
令和２年４月30日㈭
対象 公共職業安定所に求職の申し込みを
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 ９月２日㈪～30日㈪
募集訓練科（６カ月コース）
溶接ものづくり科デュアル（概ね45歳
未満対象）
訓練期間 12月２日㈪～
令和２年５月29日㈮
募集訓練科（７カ月コース）
電気設備技術科
住宅リフォーム技術科
※６カ月コースの前に１カ月の導入講習を
受講していただきます。
訓練期間 12月２日㈪～
令和２年６月30日㈫
対象 公共職業安定所に求職の申し込みを
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 10月１日㈫～11月１日㈮
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ
※平日9:00～17:00

▼

徳島労働局では、中小企業・小規模事業者
の方々が抱える働き方改革に関するさまざ
まな課題に対応するため、ワンストップ窓
口として、「徳島働き方改革推進支援セン
ター」を徳島県社会保険労務士会に委託し
て開設しています。
センターでは専門家が、36協定の締結方
法、就業規則の作成方法、賃金規定の見直
しや労働関係助成金の活用などを含めたア
ドバイスを電話、メール、来所による個別
相談や商工会議所等におけるセミナー（個
別相談会）の開催などの方法により無料で
対応します。また、ご希望に応じて専門家
が直接企業に訪問することも可能です。労
務管理等でお悩みや疑問等がありましたら、
ぜひ、当センターをご利用ください！相談
無料です。

市民の情報ひろば

行政書士による無料相談会

▼▼

「徳島働き方改革推進支援
センター」をご利用ください！

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

問 阿南市国際交流協会事務局 木岡
（☎080－2973－1460）へ

カイロプラクターによる
からだのゆがみとり運動教室
骨盤のゆがみを整えることで症状の改善を
めざします。一緒に楽しく運動しましょう。
日時 ９月12日㈭ 10:00～11:00
場所 文化会館 工芸室
参加費 1,000円（用具貸出費など）
持参物 動きやすい服装、タオル、飲み物
※運動用具準備のため事前予約をお願いし
ます。
問 日本カイロプラクティック連合会会員
橋本（☎090－5278－9359）へ

県立南部テクノスクール
受講生募集
訓練科 医療事務科２
内容 メディカルクラーク、メディカルオ
ペレーター、調剤薬局事務等
定員 15人
対象 離転職者等で、公共職業安定所所長
から受講あっせんを受けた人
訓練期間 10月21日㈪～令和２年１月20
日㈪（日、祝日、年末年始は休
校）
訓練時間 9:30～16:10
訓練場所 情報文化センター、勤労女性セ
ンター
受講料 無料 ※テキスト代は自己負担
申込期間 ９月２日㈪～10月１日㈫
申込先 居住地を所管する公共職業安定所
へ
問 公共職業安定所または南部テクノスク
ール（☎26‐0250）へ
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９月の相談
日 開催日

時 時間

所 場所

９月の休日・夜間診療

予 予約受付

問 問い合わせ先

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

司法書士による法律相談（要予約） 27日㈮
時 14:00～16:00 所 ひまわり会館１階
問 徳島県司法書士会 ☎088−657−7191（相談予

約電話）※１人30分まで。

消費生活相談（来所時は要電話） 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 見能林公民館、福井公民館
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
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日 時 13:00～17:00
13・27日 時 13:00～16:00
ひまわり会館１階 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

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

２日㈪、９日㈪、30日㈪

時 10:00～15:00 所 ひまわり会館１階
問 社会福祉協議会 ☎23−7288

空き家・空土地有効活用相談会

10日㈫

時 10:00～16:00 所 市役所２階 市民交流ロビー
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

中小企業の経営相談会（要予約）

19日㈭

時 13:30～16:30 所 市役所２階 207会議室
予 前日までに徳島県よろず支援拠点へ
問 徳島県よろず支援拠点 ☎088−676−4625

または商工観光労政課
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☎22−3290

●休日昼間
日
1日
8日
15日
16日
22日
23日
29日

9：00〜17：00

医療機関名
阿南市夜間休日診療所
阿南市夜間休日診療所
幸田耳鼻咽喉科医院
阿南市夜間休日診療所
阿南市夜間休日診療所
阿南市夜間休日診療所
阿南市夜間休日診療所

所在地
宝 田 町
宝 田 町
富 岡 町
宝 田 町
宝 田 町
宝 田 町
宝 田 町

問い合わせは
☎28−6200
☎28−6200
☎24−3387
☎28−6200
☎28−6200
☎28−6200
☎28−6200

※ 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。
18：00〜22：00（日曜・祝日は17：00〜）
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）

●夜間（毎日）の当番

防災行政無線の自動電話応答サービス

☎28−9000

防災行政無線からの放送内容を電話で確認することができます。

９月の市税
■固 定 資 産 税（第３期）
■国民健康保険税（第４期）
納期限は、９月30日㈪です。納め忘れのないようにしましょう。
９月の延長・日曜窓口
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。

※課税内容のご相談については、平日開庁時間内に対応しています。

延長窓口 18日㈬ 17:15〜19:15 正面玄関よりお越しください。
日曜窓口 29日㈰
問い合わせは

8:30〜17:00 東玄関よりお越しください。

税務課納税係（☎22−1792）へ

９月の平日延長窓口
４日㈬、18日㈬ 17:15〜18:15

※10月の相談日はありません。

心配ごと相談

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。

●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

スポーツ施設９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

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

人口と世帯数
人口 72,980人（−110）
（男）35,374人（− 38）
（女）37,606人（− 72）

世帯数31,019世帯（−15）
※令和元年７月末日現在
カッコ内は前月対比

編集後記 若杉山辰砂採掘遺跡へ向かうと、道に沿って川が流れ、滝が落ち、
しっとりと趣があります。遺跡の郷「若杉山」は心身共に癒され、体にエネ
ルギーが漲るパワースポットです。
（谷内）阿南の夏まつり。皆さま、牛岐
城趾公園での迫力あるダンスショーはご覧になられましたか？私は裏で強襲
してくる蚊に応戦しながら、取材をしました。夏のイベントに虫除けは必携
です。
（福岡）

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

阿南少年少女合唱団 団員募集!!
３歳から小・中・高校生まで。３つのコー
スに分かれてお子さまのレベルに応じた音
感教育が受けられます♪阿南少年少女合唱
団は「歌声の響く明るい町づくり」をめざ
しています。
日程 毎週土曜日 13:30～16:00
（45分～90分程度のレッスン）
練習場所 ひまわり会館２階 21世紀室
※くわしくは、メールまたはお電話でお問
い合わせください。見学はいつでも歓迎
します。
問 阿南少年少女合唱団 初崎
（☎090‐7623‐0222）へ
e-mail: mamion711@docomo.ne.jp

ハローワークで求人説明会付き
ミニ面接会をやってみませんか
ハローワーク阿南は、求人をご提出いただ
いている事業所さまに「求人説明会付きミ
ニ面接会」を提案しています。個別の面接
を始める前に、事業所や求人内容について
の説明を30分ほど行っていただきます。
その後、説明会参加者にいったん退出いた
だき、希望する参加者について個別の面接
をしていただく形式となります。
スケジュール
▶求人説明会（質疑応答を含む）
10:00～10:30または14:00～14:30
▶個別の面接
10:30～11:30または14:30～15:30
場所 ハローワーク阿南２階 会議室
問 ハローワーク阿南 職業相談第一部門
（☎22－2016）へ

保育士による
ベビーマッサージ
教室
便秘や夜泣きに効果的です!赤ちゃんとの
お出かけに、ママの気分転換にも♪
日時 ９月11日㈬ 10:30～11:30
場所 ラヴォワール（向原町天羽畭115番
地１）
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 ※要予約
※おくるみタッチケア、ベビースキンケア
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

市民の情報ひろば

第14回
阿南西部公園
七夕まつり
毎年本場仙台の七夕飾りを取り寄せていま
す。きれいな七夕飾りと、いろいろな催し
で楽しい1日を過ごしませんか。ご来場お
待ちしています。
日時 ９月22日㈰ 9:30～
※雨天の場合は23日㈷に延期
場所 阿南西部公園（中大野町）
内容 ステージ（龍神太鼓、大野幼稚園、
大野小学校発表会、小学生ピアノ演
奏会、阿波踊り、よしもと芸人ミニ
ライブ、抽選会ほか）模擬店・展示
（阿南支援学校ブース、消防体験、
軽食、工作・シャボン玉あそびほか）
問 大野公民館（☎22－1564）へ

令和２年歌会始のお題
令和２年歌会始のお題は「望」と定められ
ました。
お題は「望（のぞみ）」ですが、歌に詠む
場合は「望」の文字が詠み込まれていれば
よく、「希望」、「望郷」のような熟語にし
ても、また「望む」のように訓読しても差
し支えありません。
詠進の期間 ９月30日㈪まで（郵送の場
合 は、「 〒100-8111 宮 内
庁」まで。当日消印有効)
※用紙は半紙とし、記載事項は全て毛筆で
自書してください。その他くわしくは、
宮内庁ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。
問 宮 内 庁 式 部 職 儀 式 第 二 係（ ☎03－
3213－1111内線3393・3394）へ
http://www.kunaicho.go.jp/

農業保険で安心経営
今年からスタートした農業経営収入保険で
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、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、農産物ならどのような品
目でも加入対象で、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。
また、従来の農業共済（水稲・家畜・果樹・
園芸施設〈ハウス〉共済）も制度が見直さ
れ公的保険制度として農業経営をサポート
します。なお加入要件等のくわしい内容は
お問い合わせください。
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

阿南おはなしボランティア
ネットワーク定例勉強会
日時
場所
内容

９月21日㈯ 10:10～12:00
那賀川図書館 視聴覚室
絵本専門士 渡邉美恵さんの絵本紹
介
※どなたでも参加できます。
※参加無料、申込不要
問 阿南おはなしボランティアネットワーク
佐々木（☎090－8975－4986）へ

旬の野菜を楽しく美味しく
一緒に調理をしませんか！
野菜ソムリエプロの近藤が、旬の野菜を使
って簡単に何度でもためしたくなるレシピ
を紹介します！
日程 毎月第１金曜日 9:30～12:30
※公民館の行事等で日程が変更になること
もあります。
場所 富岡公民館1階 調理室
定員 15人程度
※参加費、材料費はお問い合わせください。
問 野菜ソムリエ 原田
（☎090－3989－2317）へ

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
時間 14:00～（受付13:30～14:00）
定員 70人
※入場無料
●バロック音楽の楽しみ
開催日 ９月７日㈯
出演 庄野龍夫（リコーダー）
、
井上 玲（リ
コーダー、フラウト・トラヴェルソ）
、
庄野孝子（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
、
秋山裕子（チェンバロ）
●ペルーの音楽、アンデスの響き
開催日 ９月21日㈯
出演 フローレス・フレディ「Florez
Fredy」
、
フローレス・ヘスス「Florez
Jesus」
●杜のホスピタル 文化公演
開催日 ９月27日㈮
演題 「文楽人形 木偶舎 勘緑 秋のツアー」
、
「老人と宇宙少年」
演者 高橋久美子（脚本・朗読・パーカッ
ション）、平本正宏（キーボード・
作曲家）
、木偶舎（人形操作）
、勘緑
（演出・美術・人形遣い）
、山本高広
（音響）
問 杜のホスピタル リハビリテーション部
石川（☎22－0218）へ
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