市民の情報ひろば
お 知 らせ

行事中止のお知らせ
開催中止行事
阿南市障がい者体育大会 10月31日㈯
第39回阿南市老人体育大会 10月24日㈯
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、上記
の行事を中止することとしました。開催を楽し
みにされていた皆様には、大変ご迷惑をおか
けしますが、ご理解のほど、よろしくお願いしま
す。
問 社会福祉協議会 ☎23ー7288

本年の「春日野まつり」は
中止します
例年10月に開催していました「春日野まつり」
は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止します。大変残念でありますが皆様の健康、
安全第一を考え、特に阿南市で感染者が増
加していることを鑑み、中止としました。
ご期待いただいておりました皆様、ご理解のほ
どよろしくお願いします。
問 春日野連合協議会 船田
☎090ー1575ー1630

令和２年分年末調整説明会
開催中止のお知らせ
税務行政につきましては、日頃からご協力をい
ただき厚くお礼申し上げます。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止の観点から、例年実施していました年末
調整説明会につきましては、開催を中止するこ
ととしました。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただき
ますようお願い申し上げます。
※年末調整に関する各種情報については、国
税庁ホームページに年末調整特集ページの
掲載を予定していますので、ご覧ください。
問 阿南税務署 ☎22ー0414

中退共の退職金制度
安全

市民の情報ひろばへの掲載について
市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

徳島県最低賃金改正のお知らせ

徳島県最低賃金

出張労働相談会（南部）
日時

10月4日㈰ 13：00～16：00
（受付12：45～15：30）
令和２年１０月４日から
場所 ひまわり会館2階 研修室うめ
対象 県
 内にある事業所の労働者
（退職者を
時間額
円
含む）
および使用者（経営者）
相談内容 解 雇、賃金未払い、パワハラ、配
※一部の製造業には特定最低賃金が定めら
置転換など労使間のトラブル全般
れています。
相談員 徳 島県労働委員会委員（公益、労
最低賃金に関するお問い合せは、
働者側、使用者側の各委員3人1組
問 徳島労働局労働基準部賃金室
で相談に応じます。）
☎088ー652ー9165
相談費用 無料
※予 約の方 優 先。予 約 受 付は10月2日㈮
最低賃金の改正に伴う労働面、経営面のご相
15：00まで。
談や業務改善助成金に関するお問い合わせは、
問徳
 島県労働委員会事務局
問 徳島働き方改革推進支援センター
☎088ー621ー3234
☎0120ー967ー951
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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カ月コース溶接ものづくり科デュアル
（概ね55歳未満対象）
訓練期間
12月1日㈫～令和3年5月28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5日㈪～11月2日㈪
問 ポリテクセンター徳島
☎088ー654ー5102
※平日9：00～17：00

地雷撤去のため
書き損じはがきを集めています
カンボジアでの地雷被害を一刻も早く無くすた
め、書き損じはがき等を集めて換金し、地雷撤
去団体への寄付を行っています。
はがき2～3枚で1㎡の地雷の撤去費用に変わ
ります。
回収のご協力をお願いします。

若者の「働く」を応援します
とくしま地域若者サポートステーションは、厚生
労働省徳島労働局より委託を受け「働くこと」
を希望している15～39歳の若者等、40歳代
無業者とその家族を対象とした就労支援機関
です。
個別相談や就労に向けた各種講座、職業適
性検査等の実施、
「働く」を体験的に学ぶ職
場見学や職場実習を行っています。
●ハローワーク阿南で出張相談会を開催しま
す
日時 10月9日㈮ 13：30～15：30
場所 ハローワーク阿南 会議室
（領家町本荘ケ内120番地6）
※事前予約制ですので、電話でお問い合わせ
ください。
問 とくしま地域若者サポートステーション
（徳島市寺島本町西1丁目7番地1 徳島
駅前171ビル）
☎088ー602ー0553
FAX088ー625ー3530

保育士による
ベビーマッサージ教室
＆スキンケア教室
●ベビーマッサージ教室
便秘や夜泣きに効果的です！
日時 10月7日㈬ 10：30～11：30
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
●男の子のためのベビースキンケア教室
おちんちんケアの仕方を学びましょう♪
日時 10月14日㈬ 10：30～11：30
対象 0歳～の男の子とママ

 の制度だから安心。新規加入や掛
国
金を増額する場合、掛金の一部を国が
助成します。
有利 掛金は全額非課税。手数料もかかりま
せん。
簡単 社外積立で管理も簡単。納付状況や
対象品 書き損じ・未使用のはがき、未使用
退職金試算額を事業主さんにお知ら
の切手、未使用のテレホンカード、Ｑ
せします。
ＵＯカード、図書カード
※パートタイマーさんや家族従業員も加入でき 期間 令和3年3月31日㈬まで
〈共通事項〉
ます。詳しくは、ホームページをご覧ください。 問・送付先 一般財団法人カンボジア地雷撤
場所 ラヴォワール
（向原町天羽畭115番地1）
問（独）勤労者退職金共済機構
去キャンペーン事務局
参加費 1回1,500円
中小企業退職金共済事業本部
〒814-0002
※要予約 各レッスン3組まで
☎03ー6907ー1234
福岡県福岡市早良区西新
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
1丁目7番地10-702
PLUS BABY 玉置
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
☎092ー833ー7575
☎090ー2895ー0224
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新型コロナウイルス感染症の影響により、上記の情報が変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

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。 12月号の締め切りは10月30日㈮です。

メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

合気道教室練習生募集

日本将棋連盟
那賀川支部
会員募集

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

日時 10月10日㈯ 9：00～12：00
ひまわり会館で将棋好きの仲間と楽しく将棋を 場所 ひまわり会館
指しています。将棋を通して楽しく交流ができ 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
ればと思っています。車いす、足が不自由な方
どに関する相談
の参加も可能です。
問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
将棋が好きな方やこれを機に始めてみたい方
合気道を学びながら日本武道の礼儀や心を養
☎088ー679ー4440
はお気軽にお問い合わせください。初心者歓
ってみませんか。子どもたちの強く、優しく、たく
※土、日曜日は☎26ー1157
迎します。駒の動かし方、ルールを指導します。
ましい心と身体の育成を願って教室を開いて
日程 毎週土曜日9：30～17：00
います。
場所 ひまわり会館
対象 5～15歳
対象 青少年から高齢者の方まで性別、年齢
川口ダム自然エネルギー
稽古日程 毎週金曜日 19：00～20：00
を問いません。
ミュージアム
場所 武道館（大潟町）
問 日本将棋連盟那賀川支部
工作教室
「キャンドルサシェ」
受講料 月額2,000円
☎090ー6888ー5686
※別途入会金2,000円が必要です。
色や香りをつけてつくる、キャンドルのインテリ
問 合気道敷島塾阿南道場 川越
アを作ります。※火をつけるものではありません。
☎49ー4077
開催日 11月1日㈰、3日㈷、7日㈯、8日㈰、
14日㈯、15日㈰、21日㈯、23日㈷、
28日㈯、29日㈰
時間 ①11：00～ ②14：00～
イベント
旬の野菜を楽しくおいしく
（所要時間30分）
一緒に調理をしませんか！
材料費 500円
カイロプラクターによる
からだのゆがみとり運動教室
野菜ソムリエプロの近藤が、旬の野菜を使って 定員 各回4組20人以下（先着順）
申込方法 10月18日㈰から電話で事前にお
骨盤のゆがみを整えることで症状の改善をめ 簡単に何度でもためしたくなるレシピを紹介し
申し込みください。
ます！
ざします。一緒に楽しく運動しましょう。
※密を避けるため、屋外特設テントで1組ずつ、
日時
10月9日㈮
10
：
00～12
：
00
日時 10月22日㈭ 10：00～11：30
時間をずらして行う場合があります。
場所 富岡公民館1階 調理室
場所 夢ホール
（文化会館） 工芸室
※検温と手指消毒、マスク着用にご協力をお
定員
10人程度
参加費 1,000円（用具貸出費含む）
願いします。
参加費・材料費 お問い合わせください。
持参物 動きやすい服装、タオル、飲み物
問 川口ダム自然エネルギーミュージアム
申込締切日
開催日3日前まで
※運動用具準備のため事前予約をお願いします。
（那賀町吉野字イヤ谷72番地1）
※公民館の行事等で日程が変更になることも
問 日本カイロプラクティック連合会会員
☎0884ー62ー2209
あり
ます。
橋本 ☎090ー5278ー9359
休館日
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）
問 野菜ソムリエ 原田
開館時間 9：30～16：30 入館料 無料
☎090ー3989ー2317
URL：https://www.kre-museum.jp/

犬猫の避妊・去勢手術費用の助成
犬猫避妊・去勢手術費用の一部を助成します。
対象 飼い犬・飼い猫（犬は登録済で、今年度の狂犬病予防注射を
実施済であること）
の避妊・去勢手術を、11月15日㈰〜令和3年1月20日㈬の間に
予定している市民の方
※前述の期間外に手術を受ける場合は対象外となります。
助成額 1頭につき5,000円
助成予定数 犬猫合計50頭 ※申込多数の場合は抽選
申込方法 往復はがきに、①犬・猫の別、名前、年齢、性別、毛色 ②犬の場合は登録
番号および狂犬病予防注射済票番号 ③飼主の住所、氏名、電話番号
④返信用はがきの宛名を記入の上、郵送してください。
※結果は返信用はがきでご連絡します。
申込先 〒770-8007 徳島市新浜本町2丁目3番6号 公益社団法人徳島県獣医師会
※1頭につき、往復はがきを1枚使用してください。2頭以上記入した場合は、無
効となります。
申込期間 10月1日㈭～31日㈯（必着）
助成方法 当選はがきを受け取った方は、県内の動物病院に事前に問い合わせの上、
はがきを提示し、手術料から5,000円を差し引いた額で手術を受けてくださ
い。
問 公益社団法人徳島県獣医師会 ☎088ー663ー6607

【記載例】 郵便往復はがき（表面）

（裏面）
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