市民の情報ひろば
お 知 らせ

年末年始の青空市

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。

法務局で自筆証書遺言を
お預かりする制度が始まりました

六級海技士（航海科）受講生募集
～徳島阿南校開校～

年末年始の青空市を開催します。多数のご来 自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本
人のみで作成でき、手軽で自由度の高いもの
場をお待ちしております。
です。
本制度を利用すれば、
日時 12月30日㈬、令和３年1月8日㈮
①
法
務局が保管するので改ざんのおそれがな
両日6：00～10：00
い。
場所 市民会館駐車場
②家庭裁判所の検認が不要となる。
この養成科では、全く乗船経験がない方
（通常
問 市民生活課 ☎22ー1116
③遺言者の死後、証明書の発行や閲覧がさ では2年以上の乗船履歴が必要）
でも、短期間
れると相続人等全員に通知がされる。
（約10.5カ月）で、職業船員の登竜門である
④
遺言書の保管申請が保管年数にかかわら 「六級海技士（航海）」の資格が取得でき、船
阿南税務署からのお知らせ
ず3,900円でできる。
長への道が開けます。
終活の一つの方法として、ぜひ本制度をご検
～国税庁ホームページに掲載～
募集期間 令和3年１月21日㈭まで
討ください。
「確定申告書等作成コーナー」は 詳しくは、徳島地方法務局ホームページをご覧 選考日時 令和3年1月26日㈫ 10：00
訓練実施期間 令和3年2月16日㈫～
こんなに便利！
いただくか、以下までお問い合わせください。
7月12日㈪
問 徳島地方法務局供託課
定員 15人
①税務署に行かなくても申告書作成が可能
☎088ー622ー4867または
※定員に満たない場合
（12人未満）
は中止す
パソコンやスマートフォンで、国税庁ホームペー
徳島地方法務局阿南支局 ☎22ー0410
る場合があります。
ジの「確定申告書等作成コーナー」を利用す
入校資格 講 習開始までに18歳に達し、選
れば、自宅等からいつでも、ご自身のご都合が
考試験に合格した方
良い時に、簡単に申告書を作成
（画面の案内
募 集
選考試験場所 商工業振興センター
に従って入力すると、所得金額や税額等が自
選考試験内容 面接、筆記試験、その他
動計算されます。
）
し、e-Tax 送信または印刷し
ポリテクセンター徳島
（身体適性・書類審査）
て郵送等で提出することができます。
公共職業訓練受講生募集
受講のために必要な費用
※確 定申告会場等は、感染症対策のため、
１．受講料 航海コース
（420,300円）
（資格
入場規制を実施する場合があります。
取得費、教本／教材費・保険料含む）
このため、入場いただけない場合は、日をあ
２．社船の費用 実習船における実習期間中
らためてご来場いただくなどのご不便をおか
の宿泊費・寝具等の負担はないが、食費
けする場合があります。
は訓練生負担
３．社船のための交通費 実習船の停泊して
②スマートフォン専用の見やすい画面で申告
いる乗船地までの交通費および下船地より
募集訓練科
が可能
の交通費は訓練生負担
スマートフォンで「確定申告書等作成コーナー」 ▶ CAD 機械科（6カ月）
４．宿泊費
▶住環境計画科（6カ月）
にアクセスすることにより、
「スマホ専用画面」か
出願先および問い合わせ
訓練期間 令和3年2月1日㈪～7月27日㈫
ら申告ができます。
対象 公共職業安定所に求職の申し込みを （一財）尾道海技学院尾道海技大学校
☎0848ー37ー8111
している方など
（選考あり）
（一財）尾道海技学院尾道海技大学校徳島阿南校
受講料 無料（テキスト代等は必要）
☎24ー8643
募集期間 12月1日㈫～令和3年1月4日㈪
問 ポリテクセンター徳島
☎088ー654ー5102
③ e-Taxをご利用になる場合は事前準備が必
※平日9：00～17：00
とくしま林業アカデミー
要
令和３年度 第６期生募集
マイナンバーカード方式と、ID・パスワード方式
のいずれかの方法により送信できます。
1年間の研修により、林業の現場で即戦力とな
●マイナンバーカード方式
日本将棋連盟那賀川支部
る知識・技術を習得できます。入学金・研修費
マイナンバーカードと、パソコンおよび ICカード
会員募集
用無料。第1期生～第4期生の林業就業率
リーダライタまたはマイナンバーカード対応のス
100%。条件を満たせば「緑の青年就業準備
ひまわり会館で将棋
マートフォンが必要です。
給付金」年間最大155万円が給付されます。
好きの仲間と楽しく将
● ID・パスワード方式
募集人員 10人程度
棋を指しています。将
ID
（利用者識別番号）
とパスワード
（暗証番号）
募集期間 令和3年1月29日㈮まで
棋を通して楽しく交流
が必要です。
試験日 【第2回】12月6日㈰
ができればと思ってい
IDとパスワードは、税務署で、即日発行します。
【第3回】令和3年2月7日㈰
ます。車いす、足が不自由な方の参加も可能で
（申告されるご本人が、運転免許証などの本人
※合格者が定員に達した場合、それ以降の試
す。将棋が好きな方やこれを機に始めてみた
確認書類をお持ちの上、お越しください。）
験は実施しない場合があります。
い方はお気軽にお問い合わせください。
※詳しくは、国税庁ホームページをご確認くだ
問（公社）徳島森林づくり推進機構 技術支援課
日程 毎週土曜日 9：30～17：00
さい。

（徳島市南庄町5丁目1番地9
徳島県木材
場所 ひまわり会館
利用創造センター内）
対象 青少年から高齢者の方まで性別、年齢
☎
 ・FAX 088ー635ー7812
を問いません。初心者歓迎します。駒
※土、日、祝日を除く8：30～17：15
の動かし方・ルールを指導します。
ホームページ「とくしま林業アカデミー」で検
問 日本将棋連盟那賀川支部
問 阿南税務署 ☎22ー0414
索してください。
☎090ー6888ー5686

25

広報 あなん

2020.12

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。 2月号の締め切りは12月25日㈮です。

メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

徳島かんきつアカデミー
受講生募集のご案内

阿南市おはなしボランティア
ネットワーク勉強会

独立就農をめざす中核的人材育成コースと特
定の技術の習得をめざす特定技術力向上コ
ースの2コースがあります。
研修期間
▶中核的人材育成コース 原則１年間
▶特定技術力向上コース 選択科目ごとに数
日程度
受講料
▶中核的人材育成コース 16,820円
▶特定技術力向上コース
①接木と整枝剪定 4,100円
②栽培管理 4,920円
③病害虫防除と土壌管理 3,280円
※テキスト代、傷害保険料、免許取得に必要
な費用は、実費負担になります。
募集人数 両コース合わせて15人程度
応募資格 徳島県内で就農を予定し、令和3
年4月1日現在で満18歳以上の方。かつ、
農業参入を考えている企業等の従業員が
対象となります。その他の要件に関しまして
はお問い合わせください。
申込締切日 令和3年2月19日㈮
問 徳島県立農林水産総合技術支援センター
農業大学校徳島かんきつアカデミー担当
☎088ー674ー1026

「お話ボランティアと学校図書館
〜自分から進んで本を読む子どもを育てるた
めに〜」

イベント

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 12月17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

川口ダム自然エネルギーミュージアム

工作教室「クリスマススノードーム」
今年のクリスマススノードームは2層仕立て。ス
ノードームを動かして、いろんな雪景色を楽し
もう。
日時 12月6日㈰、12日㈯、13日㈰、
19日㈯、20日㈰、22日㈫、23日㈬、
24日㈭、25日㈮
時間 ①11：00～11：30 ②14：00～14：30
※12月12日㈯、13日㈰は①のみ開催
材料費 500円
場所 相生ふるさと交流館
定員 各回5組 (1組5人以内 )
申込方法 各開催日の7日前までに電話でお
申し込みください。
（申込多数の場合は抽選）
※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
※年末年始の営業日、その他イベントはホーム
ページをご確認ください。
URL：https://www.kre-museum.jp/

日時 12月5日㈯ 10：10〜12：00
場所 那賀川図書館 視聴覚室
定員 30人（申込不要）
※どなたでもご参加いただけます。
問 おはなしボランティアネットワーク
佐々木 ☎090ー8975ー4986

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時 12月12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
何か、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

カイロプラクターによる
からだのゆがみとり運動教室

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、
「働
くこと」を希望している15～49歳までの方とそ
の家族を対象とした就労支援機関です。
●就職応援プログラム
ホンキの就職４daysを開催します
日時 12月3日㈭、8日㈫、14日㈪、21日㈪
13：00～17：30
場所 徳島市シビックセンター4階 活動室
内容 自己分析や面接練習など、グループワ
ークによる就職セミナー
●ハローワーク阿南で出張相談会を開催します
日時 12月11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
FAX 088ー625ー3530

あなんテレワーク推進センター
イベント情報！
●ライティング講座
チラシやSNSでの広報で
お悩みの方にもオススメ！
相手に伝わる文章の書き方を実践を交えて教
えていただきます。事前に質問も受け付けます。
日時 12月9日㈬ 10：30〜12：30
講師 フリーライター兼編集者
飛田久美子さん
持参物 パソコン、筆記用具
定員 来館5人・オンライン定員なし

●簡単にできて効率アップ！HP 作成
HTML や CSSなどの専門知識やサーバー知
識は不要。1ページ構成の縦に長いサイト
（ラ
ンディングページや1ページ完結のホームペー
キッチンマルシェ椿
ジ）
を作りたい方へ。
「ふれ愛ギャラリー」
日時 12月18日㈮ 10：30～12：30
地域の方の
“趣味”
をお披露目できる場として、 講師 中小企業ミラサポ・IT 専門家
清瀬由香さん
10月、キッチンマルシェ椿内に「ふれ愛ギャラリ
持参物
パソコン、筆記用具
ー」がオープンしました。展示品は定期的に変
定員
来館4人
（オンライン開催なし）
わっていきます。木曜日には定食も提供してい
て、インスタグラムに今までの定食の写真や次
〈共通事項〉
回のメインをアップしています。年末にはぶりの
対象 市内在住の女性
販売もしています。お電話いただければ詳細を
参加費 無料
ご説明します。定食もセットでぜひお越しくださ
場所 あなんテレワーク推進センター
い。
（テレワークひろば）
場所 キッチンマルシェ椿
牛岐城趾公園管理事務所2階
（〒779ー1750 椿町庄田5番地）
※お車でお越しの方は市役所の駐車場をご
営業時間 10：00～17：00
利用ください。
定休日 土、日、祝日
※マスク着用でお越しください。
観覧料 無料
問 あなんテレワーク推進センター
インスタグラム tsubaki_mamadol
（テレワークひろば） ☎・FAX24ー8009
問 キッチンマルシェ椿 ☎49ー4779
e-mail:teleworkhiroba@npoelanvital.com
開館日時 月、水、金曜日
（祝日除く）
10：00～15：00
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