市民の情報ひろば
お 知 らせ

阿南税務署からのお知らせ
●「税を考える週間」
期間 11月11日㈬～17日㈫
テーマ 「くらしを支える税」
週間中の活動
①国税庁ホームページによる広報
② SNSを利用した広報
③講演会の実施や関係民間団体等と連携し
た各種イベントの実施
④国税庁のオンライン手続等の取組
確 定申告・年末調整（マイナポータルの活
用）、納付手続（キャッシュレス決済）、税務
相談
（チャットボット）
、電子申告
（ペーパーレ
ス化）
●阿南税務署管内の小学生、中学生および
高校生の税に関する優秀作品の展示
期間 11月11日㈬～17日㈫
場所 フジグラン阿南
内容 税に関する作文、ポスターおよび
絵はがき
問 阿南税務署 ☎22ー0414

番町学原子供将棋教室

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。

標準営業約款制度「Ｓマーク」を
ご存じですか！

まちゼミとは店主が講師となって、お店の専門
知識やプロの技をお客さまに分かりやすくお伝
えする少人数制のミニ講座です。お店を知って
いただくチャンスとなり、お客さまの生の声を直
接聞く事ができ、信頼関係が築けます。お店同
士の交流の場・経営意識の変化にも繋がりま
厚生労働大臣認可
す。参加する、しないに関わらず、興味がある
方は、ぜひご参加ください。
標準営業約款制度は、法律で定められた消
費者（利用者）擁護に資するための制度です。 参加店説明会
厚生労働大臣認可の約款に従って営業するこ 日時 11月27日㈮ 19：00～20：30
とを登録した理容店、美容店、クリーニング店、 場所 阿南市商工業振興センター2階
めん類飲食店、一般飲食店では、店頭にＳマ まちゼミ開催期間
令和3年2月1日㈪～28日㈰
ークを掲げています。登録店は安心・安全・衛
問 阿南商工会議所 ☎22ー2301
生を約束する信頼できるお店です。
問（公財）
徳島県生活衛生営業指導センター
☎088ー623ー7400

イベント

募

集

県立南部テクノスクール
受講生募集
訓練科 IT 技能科2
内容 ワード、エクセル、パワーポイント等
定員 15人
対象 離転職者等で、公共職業安定所長か
ら受講あっせんを受けた人
訓練期間 12月23日㈬～令和3年3月22日㈪
（日、祝日、年末年始は休校）
訓練時間 9：00～15：50
訓練場所 四国進学会阿南校
受講料
無料 ※テキスト代は自己負担
申込期間 11月2日㈪～12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ー0250

9月に募集し多数の皆さまより入会の希望を承
りまして、大変ありがとうございました。しかし
人数制限のため、お断りさせて頂いた方々に
は、誠に申し訳なく思っています。ご理解願い
ます。
今後、第２の藤井聡太を育てるつもりでがんば
って参ります。
阿南市が将棋の街となりますよう、願っておりま
ポリテクセンター徳島
す。
公共職業訓練受講生募集
日本将棋連盟番町学原支部支部長
日本将棋連盟公認将棋普及指導員
募集訓練科
原田慎也（補佐・耒代輪）
〈6カ月コース〉
▶電気設備技術科
▶住宅リフォーム
技術科
踏切事故防止キャンペーン
訓練期間
踏切事故防止推進協議会では、踏切事故防
令和3年1月4日㈪～6月29日㈫
止に関する広報活動の一環として「踏切事故 〈7カ月コース〉
防止キャンペーン」を展開し、自動車ドライバー 6カ月コースの前に1カ月の導入講習を受講し
などに対し、踏切事故防止に対する意識の高 ていただきます。
揚を図ることとしましたので、皆さまのご理解、 ▶ CAD 機械科 ▶住環境計画科
ご協力をお願いします。
訓練期間 令和3年1月4日㈪～7月27日㈫
実施期間 11月1日㈰～10日㈫までの10日間
対象 公共職業安定所に求職の申し込みを
実施機関 踏切事故防止推進協議会
している方など
（選考あり）
スローガン

きけんです むりなおうだん いのちとり 受講料 無料（テキスト代等は必要）
募集期間 11月2日㈪～12月1日㈫
問 踏切事故防止推進協議会事務局
問 ポリテクセンター徳島
☎087ー802ー6762
☎088‐654‐5102
※平日9:00～17:00
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第12回阿南まちゼミ
出店者募集中！

マルシェde エール

あなんまちマルシェVol.3

阿南市内外のお店やハンドメイド作家さん、高
校生たちのブースなど、新しく阿南駅西口にで
きた公園を中心に、阿南市ならではの個性豊
かなマルシェを開催します。
会場は、感染症防止対策をとっての開催とな
り、マスクの着用、手指消毒の徹底にご協力を
よろしくお願いします。三密を避けるため3回に
分け、会場も分散して開催します。新しい生活
様式の下で一緒に楽しみましょう！
日時 11月3日㈷、8日㈰、15日㈰
各日10：00～15：00( 小雨決行 )
場所 阿 南駅西口周辺、阿南駅前芝生広
場、阿南駅前児童公園、一番街商店
街 NuuN、光のまちステーションプラザ、
キラキラあなん
※出 店状況等、詳しくはマル
シェ特設サイトで検索してく
ださい。
問阿
 南商工会議所
☎22ー2301

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 11月19日㈭ 10：00～11：30
場所 夢ホール
（文化会館） 工芸室
参加費 1,000円（用具貸出費含む）
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ー5278ー9359

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。 １月号の締め切りは11月30日㈪です。

メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

第25回大野パッチワークキルト展

日時 11月14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
どに関する相談
問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
☎088ー679ー4440
※土、日曜日は☎26ー1157

川口ダム自然エネルギーミュージアム

冬の特別サイエンスショー
「気体で大実験」

空気って何？酸素、水素…身の回りの気体を知
っているかな？身近な気体を使って大実験！
日時 11月21日㈯、22日㈰、23日㈷
14：00～14：30
場所 第2駐車場（荒天時中止）
参加料 無料
定員 10組40人以下（先着順）
申込方法 11月7日㈯から事前に電話でお申
し込みください。
※検温と手指消毒、マスク着用にご協力をお
願いします。
問 川口ダム自然エネルギーミュージアム
（那賀町吉野字イヤ谷72番地1）
☎0884ー62ー2209
休館日 毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）
開館時間 9：30～16：30 入館料 無料
URL：https://www.kre-museum.jp/

やさしい日本語での落語会
落語家の桂七福さんが、
「外国からお越しの
方」や「お子さま」にも分かりやすいよう、やさ
しい日本語を使って話してくださいます。落語
についての「簡単な説明」もあります。
日時 11月3日㈷
14：30～15：45頃（開場14：00）
場所 ひまわり会館3階 ゆとりの間（和室）
演目 「長短」
入場料 無料
対象 外国からお越しの方、お子さま、その他
どなたでも
定員 30人程度（申込順）
※席は座布団席となりますが、高座椅子も若
干はご用意できます。数に限りがありますの
で、高座椅子をご希望の方はお申し込み時
にお知らせください。
申込方法 電話またはメールでお申し込みく
ださい。
問 三好晴子（日本語教師）
☎090ー5120ー0065
e-mail:h.scorpion.m@docomo.ne.jp

日時

親子で楽しむ人形劇

とらまる人形劇団による「ききみみズキン」
「こらまて！ぼたもち」日本昔話より

11月14日㈯ 9:00～17:00
15日㈰ 9:00～16:00
場所 大野公民館2階 大ホール
（中大野町） 日時 11月21日㈯
14：00～15：00
内容 パッチワークタペストリー、バッグ、小物
（開場13：30）
を多数展示、ミニ講習会「アマビエ」
場所 ひまわり会館
（玄関守り）
ふれあいホール
問 清原眞弓 ☎090ー8697ー0077
参加費 無料
申込方法 事 前申込が必要です。下記の２
次元コードの専用フォームからお
あなんテレワーク推進センター
申し込みください。
イベント情報！
定員 約50組（先着順）
●自営型テレワーカーのための確定申告
※新型コロナウイルス感染予防のため定員を
確定申告の基礎知識から書類作成時に気を
少なくします。
付けたいポイントなど、税理士の方が分かりや
※今後の感染状況により中止の判断をさせて
すく説明します。テレワーカーに限らず、個人事
いただくことがあります。あらかじめご了承く
業主の方もお気軽にご参加ください。
ださい。
日時 11月16日㈪ 10：30〜12：30
主催 おはなしのポケット
講師 税理士 大石真紀さん
問 那賀川図書館
●タイムマネジメント講座
☎42ー3111
時間を有効に使いたい！毎日の充実感を高め
たい！ワークライフバランスを良くしたい！
「時間
の使い方」でお悩みの皆さまのご参加をお待
保育士による
ちしております。
ベビーマッサージ教室
日時 11月25日㈬ 10：30～12：30
講師 産業カウンセラー、キャリア・コンサルタ 赤ちゃんとのお出かけに、
ント講師 倭 和代さん
ママの気分転換にも♪
〈共通事項〉
●11月6日㈮ 10：30～11：30
場所 あなんテレワーク推進センター
対象 生後2～6カ月頃の赤ちゃんとママ
牛岐城趾公園管理事務所2階
●11月11日㈬ 10：30～11：30
※お車でお越しの方は市役所の駐車
対象 7カ月～1歳半頃の赤ちゃんとママ
場をご利用ください。
〈共通事項〉
対象 市内在住の女性 持参物 筆記用具
場所 ラヴォワール( 向原町天羽畭115番地1)
定員 来館5人、オンライン受講は定員なし
内容 筋力 UPすくすくべビマ
参加費 無料
参加費 1回1,500円
※マスク着用でお越しください。
定員 各レッスン3組まで ※要予約
問 あなんテレワーク推進センター
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
（テレワークひろば） ☎・FAX24ー8009
PLUS BABY 玉置
☎090‐2895‐0224
e-mail:teleworkhiroba@npoelanvital.com

自衛官採用試験案内

陸上自衛隊高等工科学校生徒
自衛官候補生
（高校と自衛隊の勉強をしながら、将来
（任期制自衛官のコース）
は自衛官として社会に貢献するコース）
応募資格

18歳以上
33歳未満の男女

受付期間

現在～令和3年2月26日㈮
まで受付中

試 験 日

受付時にお知らせします。

入隊時期

令和3年4月

試験会場

令和3年4月1日現在
15歳以上17歳未満の男子
推薦：令和2年11月30日㈪
一般：令和3年1月6日㈬
まで受付中
推薦：令和3年1月10日㈰または
11日㈷の指定する1日
一般：令和3年1月23日㈯
令和3年4月

徳島航空基地（徳島県板野郡松茂町）
問い合わせ 自衛隊阿南地域事務所

☎22ー6981
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