市民の情報ひろば
お 知 らせ
地元店主がお客さまに
「事」の価値をお伝えします！

第１２回“阿南まちゼミ”
開催案内！
期間 2月1日㈪～28日㈰
開催場所 阿南市内参加店舗46店舗
講座数 58講座
申込方法 感染対策をとっての開催となり、感
染状況によっては開催を中止・延期にする店
舗があります。まずは、参加店舗に直接お電話
ください。チラシは1月22日㈮に新聞折込して
います。
問 阿南商工会議所 ☎22ー2301

確定申告に関するお知らせ
申告書はできるだけご自分で作成していただ
き、お早めに提出してください。
申告場所

阿南税務署3階 大会議室
（富岡町滝の下4番地4）
申告期間 2月16日㈫～3月15日㈪
※土、日、祝日等を除く。
受付時間 8：30～16：00
（相談開始は9：00～）
※駐車場が大変混雑しますので、極力、公共
交通機関をご利用ください。

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。

花の苗無料配布について

第６回
阿南市人権教育・啓発市民講座

環境美化を目的とした花
いっぱい活動を支援する
ために、公共の場所に植
えることを条件として花の
苗を無料配布します。公
共の場所に植えていただ
ける方であれば、個人に
も配付します。
苗の種類 金 魚草、石竹、矢車草、紫花菜、
ディモールフォセカなど
申込方法 2月10日㈬までに阿南市社会福
祉協議会に電話でお申し込みくだ
さい。
配布数
申込数により変わります。いろいろ
な花の種類があり、全部で1,000
ポット程度を予定しています。
配付時期 ２月中旬
※花の種、材料の一部は、阿南中央ロータリ
ークラブからご寄付をいただきました。また、
苗はボランティアの皆さんに育てていただき
ました。ご協力ありがとうございました。
 南市社会福祉協議会 ☎23ー7288
問阿

日時 2月16日㈫ 14：00～15：30
場所 文化会館2階 研修室
演題 「インターネットと人権」
～コロナ禍に知っておきたいネット・
SNSでの人権侵害と対策～
講師 徳島県人権問題講師団講師
湯浅眞典さん
※マスク着用でご参加ください。
問人
 権・男女参画課 ☎22ー3094

～阿南市地域福祉活動計画～

募

集

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

自宅等からスマートフォンやパソコンを使い国 日時 ２月13日㈯ 9：00～12：00
税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」 場所 ひまわり会館
で申告書を作成し、提出
（送信）
できますので、 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
ぜひご利用ください。
どに関する相談
問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
確定申告会場への来場を検討されている方へ
☎088ー679ー4440
確定申告会場への入場には、
「入場整理券」
※土、日曜日は ☎26ー1157
が必要です。入場整理券の配付方法には、
２
通りあります。
①確定申告会場で当日配付
令和３年度農業用機械
入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場
安全使用者養成講座募集
をお願いする場合があります。配付状況は国
税庁ホームページから確認できます。
次のとおり、大型特殊自動車
（農耕用限定）
等
②オンラインで事前発行
の養成講座を春、夏、秋期クラスで開催しま
来場を希望される日の２営業日前までに発行 す。
してください。LINEアプリで
募集期間 2月26日㈮まで
国税庁公式アカウントを友
※3期のクラスを一括しての募集となります。
だち追加してください。友だ
申込方法 県
 農業大学校ホームページをご確
ち追加は右記2次元コード
認ください。
から。
https://www.tonodai.sc.jp/
※感染症対策のお願い
ご来場の際は、密を避けるため、できる限りお
１人でお越しください。マスクを着用していただ
き、入場の際の検温の実施にご協力をお願い
します。37.5度以上の発熱が認められる場合
等は、入場をお断りさせていただきます。
 南税務署 ☎22ー0414
問阿
※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。
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将棋教室会員募集
阿南こども将棋教室
日程 毎週土曜日
10：00～12：00
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。）
日本将棋連盟那賀川支部会員
日程 毎週土曜日 9：30～17：00
場所 ひまわり会館3階 和室
対象 青少年から高齢者の方まで性別、年齢
を問いません。
※日程、申込方法等、詳しくはお問い合わせ
ください。
問 日本将棋連盟普及指導員
☎090ー6888ー5686

野球チーム募集！
阿南市で軟式野球を楽しみませんか！登録チ
ームを募集します。
阿南市軟式野球連盟
試合 一般3大会、壮年3大会、実年2大会、
トーナメント方式で実施（日曜日の日中）
加盟資格 阿南市に居住または勤務する者
で、一般・壮年および実年クラスによりチームを
編成する。
阿南市あかつき野球連盟
試合 一般クラス、壮年クラスともリーグ戦で
実施（日曜日の6：30～8：30）
加盟資格 阿南市に居住または勤務する者
で、一般・壮年クラスによりチームを編成する。

※受講には対象、開講時期、定員、受講料等
要件がありますので募集内容をご確認の
上、受講申込書を県農業大学校へ郵送して 〈共通事項〉
注意事項 登録チームは監督・主将を含め30
ください。
人以内とする。
問 県農業大学校 ☎088ー674ー1026
登録締切日 2月28日㈰
または県阿南農業支援センター
※その他、詳しくはお問い合わせください。
☎24‐4182
問野
 球のまち推進課 ☎22ー1297

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。 ４月号の締め切りは２月26日㈮です。

メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

イベント

「山なみ遊歩道」を歩こう

働き方改革出張相談会 in アミコ

「助成金を利用できるの？」
「テレワークを導入
したいがど
う
すれば？」
「
パワ
ハラ防止法への対
開催日 2月28日㈰ ※小雨決行
応が分からない」などさまざまな相談を無料で
日程 9：30羽ノ浦支所前集合
山なみ遊歩道〜香風台〜桜堤公園（昼食） お受けする相談会を開催します。
日時 2月3日㈬、10日㈬、17日㈬、24日㈬、
安全道路〜羽ノ浦支所14：30頃（約10km）
3月3日㈬、10日㈬、17日㈬
※5㎞コースもあります。
毎週水曜日 13：00～17：00
参加費 300円（会員200円）
（最終受付16：00）
持参物 マスク、飲み物、弁当、雨具、保険証
相談会場
徳島市産業支援交流センター
※傷害保険に加入していますが保険適用外の
[アミコ
（旧そごう）9階 ]
事故等の責任は負えません。
※ご相談者は、徳島駅前西地下駐車場・アミ
問 羽っぴい歩こう会 西田 ☎23ー1585
コラインパークは2時間まで無料。
問 徳島働き方改革推進支援センター
（徳島市南末広町5番8ー8

徳島経済産
お酒に関する相談・例会
業会館2階 徳島県社会保険労務士会内）
お酒は1人ではやめられません。やめるにはお
フリーダイヤル 0120ー967ー951
酒に関する理解と仲間が必要です。一度、相
e-mail:soudancenter@tokushima-sr.jp
談・例会の見学に来てみませんか。
WEB:https://www.tokushima-sr.jp
日程 いずれも18：30～20：30
2月10日㈬ 羽ノ浦地域交流センター
2月12日㈮ ひまわり会館3階
阿南歩こう会イベント
2月26日㈮ ひまわり会館3階
●愛宕山遊歩道・阿佐東線沿いを歩こう
例会の内容 テーマ「体験談を語ろう」
（約10km）
問 NPO 法人徳島県断酒会事務局
開催日 2月20日㈯ ※小雨決行
☎088ー641ー0737
日程 9：30海部駅集合。愛宕山遊歩道から
遊々NASA 経由阿佐海岸鉄道沿いを
宍喰駅まで歩きます。15：00頃宍喰駅
阿南市 B&G 海洋センター
で解散。
３月のイベント
参加費 300円
●うみてらすハワイアンダンス教室
※駐車場所は、国道55号線沿いから案内しま
日時 3月13日㈯ 10：00～11：00
す。
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
●眉山湧水群巡り
（約9km）
参加費 500円 定員 15人
開催日 3月13日㈯ ※小雨決行
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
日程 9：30藍場浜公園集合。湧水群5カ所
講師 わけべのりこフラスタジオ 安室英子さ
を巡りながら、蔵本方面をめざして歩き
ん
ます。15：00頃蔵本駅で解散。
●親子ドローン体験教室
参加費 300円
日時 3月13日㈯ 13：00～15：00
※往復ともJR 利用です。駐車場は、ご自分で
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
準備してください。
対象 小中学生とその保護者
問 阿南歩こう会 新川 ☎22ー3188
参加費 無料 定員 10組
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
 oon Drone 坂本義則さん、日亜化
講師 B
川口ダム自然エネルギーミュージアム
学工業ドローン部 松原裕生さん
工作教室「パチッとブーメラン」
●メチャめちゃ楽しい♪ Zumba
（ズンバ）
教室
発射装置をパチッとはじいて飛ばすミニブーメ
日時 3月27日㈯ 19：00～20：00
ラン。
小さなお子さまでも簡単に飛ばせます。
場所 うみてらす北の脇1階 艇庫
日時
2月6日㈯～28日㈰の期間の土、日、祝
参加費 500円
日
9：30～16：30
申込方法 当
 日うみてらす北の脇にて18：30
場所 川口ダム自然エネルギーミュージアム
から受付
材料費 100円 (メールマガジン登録者は50
講師 一般社団法人 NICE
円割引 )
●親子で体験！海辺のまなびや
※事前申込不要。
製作時間5分程度
日時 3月28日㈰ 13：00～15：30
※検温と手指消毒、マスク着用にご協力をお
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
願いします。
対象 小中学生とその保護者
問
川口ダム自然エネルギーミュージアム
参加費 300円 定員 10組
（那賀町吉野字イヤ谷72番地1）
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
☎0884ー62ー2209
講師 牟
 岐少年自然の家 海洋環境学習ア
休館日
毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）
ドバイザー 中島茂範さん
開館時間
9
：
30～16
：30 入館料 無料
問 スポーツ振興課 ☎22ー3394
URL：https://www.kre-museum.jp/

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15～39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
日時 2月12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。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
☎088ー602ー0553

文化・芸術・教育による
地域振興とは？
日時 2月24日㈬ 18：30～20：30
場所 商工業振興センター2階 展示室
講師 劇 作家・演出家・四国学院大学教授
平田オリザさん
（リモート講座）
兵庫県立芸術文化観光専
門職大学の初代学長に就任
した平田さんは、観光や芸術
文化の振興を通じて、豊かな
地域社会を作り出し、新時
代を担う人材を育成したいと
考えられています。
「逆境こそ新たな未来を作
るチャンス」
と捉え、挑戦されるご講演を、ぜひ、
お聞きください。
問 阿南商工会議所 ☎22ー2301

じんぞう教室
じんぞう病が心配な方、
じんぞう病に
関心がある方、ぜひご参加ください！
日時 2月26日㈮ 14：00～
場所 阿南川島クリニック1階
（羽ノ浦町岩脇神代地80番1）
内容 14：00～ 医師・看護師・管理栄養士
のはなし
15：00～ 栄養相談
参加費 無料（要申込・先着4人）
申込締切日 2月24日㈬
問 阿南川島クリニック ☎44ー6556

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 2月25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
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