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お知らせ
桑野川右岸住吉堤防耐震対策
工事に伴う通行止め期間延長の
お知らせ 
日頃より河川行政へご理解、ご協力をいただ
き、厚くお礼申し上げます。令和元年度から堤
防耐震対策工事を実施していますが、市道野
神原ヶ崎堤上線の通行止めの期間延長を行
いますのでお知らせします。工事期間中はご
迷惑をおかけしていますが、よろしくお願いしま
す。
期間　4月1日㈭～8月31日㈫
場所　�原ヶ崎町居屋敷地先（桑野川大橋下）

から住吉町宮ノ北地先（住吉橋）まで
※�通行止めの詳細な範囲は、那賀川河川事
務所ホームページをご確認ください。
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/

問��国土交通省　那賀川河川事務所
　�工務課　☎22ー6542

徳島労働局からのお知らせ
●無期転換権について
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超
えた労働者は、使用者に申し込みを行うと期
間の定めのない無期労働契約に転換できる、
「無期転換権」が発生しています。なお、定年
後継続雇用者等には認定による特例がありま
す。
厚生労働省では無期転換ポータルサイトを開
設しているほか、徳島労働局に「無期転換ル
ール特別相談窓口」を設置し、相談対応・情
報提供を行っています。

● 同一労働・同一賃金に関する特別相談窓口
（無料）のご案内
令和2年4月1日（中小企業における適用は令
和3年4月1日）施行のパートタイム・有期雇用
労働法においては、同一企業内における正社
員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規社員
（パートタイム労働者、有期雇用労働者）との間
で、基本給や賞与などのあらゆる待遇につい
て、不合理な待遇差を設けることが禁止となっ
ています。徳島労働局では、労働者と事業主
向けに同一労働・同一賃金に関する特別相
談窓口（無料）を設けています。

無期転換ルール・パートタイム・有期雇用労働
法に関する問い合わせは
徳島労働局　雇用環境・均等室
（徳島市徳島町城内6番地6　徳島地方合同
庁舎4階）　☎088ー652ー2718

開設時間　�8：30～17：15（土、日、祝日およ
び年末年始除く）

多重債務でお悩みの方に
四国財務局には、借金を抱え悩んでおられる
方々のための「相談窓口」があります。1人で
悩まず、ご相談ください。必要に応じて、弁護
士、司法書士などの法律専門家への引継ぎも
行っています。
受付時間　�月～金曜日（祝日および12月29日

～1月3日を除く）
9：00～12：00、13：00～17：00

相談方法　�まずお電話ください。こちらから電
話をかけ直します。

※相談は無料です。

問��四国財務局　多重債務者相談窓口
　�☎087ー811ー7801（直通）

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」

（日本政策金融公庫）がサポート！
「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修
学校、各種学校や外国の高校、大学等に入
学・在学するお子さまをお持ちのご家庭を対象
とした公的な融資制度です。
融資額　�お子さま1人につき350万円以内
金利　年1.70％
※母子家庭の方などは年1.30％
　（令和2年10月29日現在）
返済期間　�15年以内（母子家庭の方などは

18年以内）
ホームページ�「国の教育ローン」で検索

問��教育ローンコールセンター
　�☎0570ー008656（ナビダイヤル）
　�または　☎03ー5321ー8656

募　集
令和3年度

けんなんニューファーマー育成講座 �

新規就農希望者、新規就農者を対象とした
営農基本研修を実施します。
対象　�概ね49歳未満の方で、阿南市または

那賀町で就農を考えている方や就農５
年以内の方で営農に必要な基礎的知
識・技術を習得したいと考えている方

期間　５月～令和4年1月まで
場所　�徳島県南部総合県民局阿南庁舎会

議室および現地など
日程　主に第2、第4火曜日

13：30～16：30
申込締切日　3月17日㈬
申込書の設置場所　
▶阿南市農林水産課　☎22ー1598
▶那賀町農業振興課　☎62ー3776
▶JAアグリあなん　　�☎26ー1812

問��南部総合県民局内阿南農業支援センター
　�☎24‐4188

淡島祭中止のお知らせ
毎年3月に開催しています淡島祭につきまして、
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況
に鑑み、一般公開を中止することとしました。ご
理解のほどよろしくお願い申し上げます。

問��淡島学園　☎22ー0379

徳島県委託事業
徳島県福祉人材センター
アイネット
福祉のお仕事相談
福祉のお仕事を探している方、興味がある方！
就職や転職活動のこと、福祉の資格取得など
について、相談を受け付けています!!

アイネットでは福祉のいろんなことを応援してい
ます　
◆福祉のお仕事紹介
◆福祉の資格のご相談
◆�介護福祉士・保育士等の修学資金等の貸
付
◆福祉の知識・技能取得セミナー
◆履歴書の書き方や働き方等のアドバイス
◆小中高大学等での福祉の授業

問��徳島県福祉人材センターアイネット
（徳島県社会福祉協議会内）　
　�☎088ー625ー2040
　�https://ainet-tokushima.jp

自動車事故の被害に遭われた方へ
●介護料の支給
自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部
臓器を損傷し重度の後遺障害が残り、日常生
活動作において常時または随時の介護が必
要な方に介護料を支給しています。
◦月額　36,500円～211,530円

●無利子の生活資金貸付
自動車事故が原因で、保護者が亡くなられた
り、重度の後遺障害を残すこととなったご家庭
（生活困窮家庭）の中学校卒業までのお子さま
に、生活資金の無利子貸付を行っています。
◦一時金（初回のみ）��155,000円
◦月額（選択制）���10,000円または20,000円
◦入学支度金（小中学校入学時）�44,000円

●療護施設の設置・運営
自動車事故により脳に損傷をおった重度後遺
障害者（遷延性意識障害者）のための専門病
院（療護施設）を設置、運営しています。中四
国地区では岡山市に「岡山療護センター」が
あります。

問��独立行政法人自動車事故対策機構
　�徳島支所　☎088ー631ー7799

市民の情報ひろば 市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

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。　５月号の締め切りは３月31日㈬です。　
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

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。

ホームページ
２次元コード

県立南部テクノスクール
入校生募集（第四期） 

①カラーコーディネート塗装科（学歴不問）
内容　�塗装全般、左官、色彩についての技能

習得
定員　13人
訓練期間　令和3年4月から1年間
受講料　無料
②自動車整備科（高卒以上）
内容　�2級ガソリン、2級ジーゼルの自動車整

備士をめざす
定員　5人
訓練期間　令和3年4月から2年間
受講料　年間118,800円　

年2回分割（4月、10月）
〈①②共通事項〉
応募資格　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、いずれも年
齢制限のないフリーコース
申込期間　3月17日㈬まで
選考日　3月24日㈬（数学、国語、面接）
申込先　�南部テクノスクールまたは居住地を

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

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　
▶CAD機械科（6カ月）
▶住環境計画科（6カ月）
訓練期間　5月6日㈭～10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　3月1日㈪～4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

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

スポーツ安全保険に
加入しませんか 

スポーツ安全保険は、スポーツ活動のほか、文
化活動、ボランティア活動、地域活動などを行
う4人以上の団体が加入でき、万が一の事故
に対する備えとなります。
掛金や補償内容など、詳しくは
スポーツ安全協会ホームペー
ジをご覧いただくかお問い合
わせください。

問��公益財団法人スポーツ安全協会
　�徳島県支部　☎088ー655ー3660

硬式テニス初心者・
初級者講習会参加者募集２０２１ 

日時　4月10日㈯～10月16日㈯
　　　毎週土曜日19：00～21：00（計25回）
場所　�羽ノ浦町健康スポーツランドテニスコート
対象　初心者（初級）の方20人
参加費　�3,000円（安全保険、ボール代、会

費）、65歳以上2,350円
※別途毎回コート代が1回300円必要
※貸しラケットはあります。
申込方法　�4月4日㈰までにメールで住所、氏

名、性別、生年月日、連絡先を記
入してお申し込みください。

※�2020年参加者で継続の方は、登録SNSに
て申込可。
e-melil:terumaruy63MALU@outlook.jp
振込方法　ゆうちょ銀行
【店名】六二八（読みロクニハチ）】
【店番】628
【預金種目】普通預金
【口座番号】1777308
または直接会場までご持参ください。
問��羽ノ浦体育協会テニス部　丸岡
　�☎090ー4970ー7845

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　3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7-1）　
　�徳島駅前171ビル　
　�☎088ー602ー0553

お酒に関する相談・例会 
お酒は一人ではやめられません。
やめるにはお酒に関する理解と仲間が必要で
す。一度、相談・例会の見学に来てみません
か？
日時・場所
3月10日㈬　18：30～20：30
　　　　　��羽ノ浦地域交流センター
3月12日㈮　18：30～20：30
　　　　　��ひまわり会館3階　ゆとりの間
3月26日㈮　18：30～20：30
　　　　　��ひまわり会館3階　ゆとりの間
例会の内容　今月のテーマ「継続は力なり」
※�県内他会場でも実施しています。
　下記へお問合わせください。
問��NPO法人徳島県断酒会事務局　
　�☎088ー641ー0737

　　試験
　　  種類

 項目

予備自衛官補
　　　 （普段は社会人や学生、しかし、いざという時 

　　  には自衛官として社会に貢献するコース）

自衛官候補生
（任期制自衛官

のコース）

応募資格

【技能公募】
18歳以上で保有する技能に応じ

53～54歳未満
（資格についてはお問い合わせください。）

【一般公募】
18歳以上
34歳未満

18歳以上　
33歳未満の

男女

受付期間 4月9日㈮まで 現在受付中

試 験 日 4月17日㈯～21日㈬   （指定された1日） 受付時お知らせ
します。

試験会場 志願時にお知らせします。 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

自衛官採用試験案内
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　市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。　　　  市民の情報ひろば
イベント

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会  

日時　3月13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

阿南市B&G海洋センター 
４月のイベント  

●うみてらすハワイアンダンス教室
日時　4月3日㈯　10：00～11：00
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
参加費　500円
定員　15人
申込方法　電話での申し込み（先着順）
講師　わけべのりこフラスタジオ　
　　　安室英子さん

●親子で体験!海辺のまなびや
　（海浜植物＆植物プランクトンの観察会）
日時　4月4日㈰　13：00～15：30
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
　　　および北の脇海水浴場
対象　小中学生とその保護者
参加費　300円
定員　10組
申込方法　電話での申し込み（先着順）
講師　 牟岐少年自然の家　海洋環境学習ア

ドバイザー　中島茂範さん

●うみてらすドローン体験会
日時　4月10日㈯　10：00～12：00
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
対象　 小中学生以上（小学生については保

護者の同伴要）
参加費　無料
定員　10組
申込方法　電話での申し込み（先着順）
講師　 Boon Drone　坂本義則さん、
　　　 日亜化学工業ドローン部　松原裕生さ

ん 

●メチャめちゃ楽しい♪Zumba（ズンバ）教室
日時　4月24日㈯　19：00～20：00
場所　うみてらす北の脇1階　艇庫
参加費　500円
申込方法　 当日うみてらす北の脇にて受付

（18：30～受付）
講師　一般社団法人 NICE 
 
問  スポーツ振興課　☎22ー3394

     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　3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
　　　　　　　　（要申込・先着4人）
参加費　無料
申込締切日　3月24日㈬

問  阿南川島クリニック　☎44ー6556

保育士による
ベビーマッサージ教室  

赤ちゃんとのお出か
けに、ママの気分転
換にも♪
①3月10日㈬
　10：30～11：30
対象　生後2～6カ月頃の赤ちゃんとママ
②3月12日㈮　10：30～11：30
対象　生後7カ月～1歳半頃の赤ちゃんとママ

〈共通事項〉
内容　免疫力UPあったかべビマ
場所　ラヴォワール
　　　(向原町天羽畭115番地1)
参加費　1回1,500円　
※ おうちでできる手順シート＆プチオイル プレ

ゼント♪　
※要予約
　
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
 　PLUS BABY
　 玉置　☎090ー2895ー0224  

川口ダム自然エネルギーミュージアム
無料工作「ストロー矢」  

ストローで矢を作ろう。柔らかい素材の矢じり
を使うので、安全に遊べます。
日時　 3月6日㈯～21日㈰の期間の土、日曜

日、3月24日㈬～31日㈬
　　　9：30～16：30
場所　川口ダム自然エネルギーミュージアム
材料費　無料
※事前申込不要。製作時間5分程度
※3月29日㈪は臨時開館します。
※ 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/ 

阿南市おはなしボランティア
ネットワーク勉強会  

日時　3月13日㈯　10：10～12：00
場所　那賀川図書館　視聴覚室
内容 「今こそおはなし会をしよう」をテーマに
    絵本を紹介し合ったり、おはなし会のや

り方を話し合う。（紹介したい絵本があ
ればご持参ください。）

※参加費無料、申込不要
問  阿南市おはなしボランティアネットワーク
　 佐々木　☎090ー8975ー4986  

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　3月18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

Zoom×Waンダーオンライン工作教室
なかまがいてしあわせ。

～おうちでサンデーイベント～
「クリスタルせっけんを作ろう」  

Zoom(ズーム)ってなぁに？というはじめての方
もサポートします！
日時　3月21日㈰　①10：30～12：00

②14：00～15：30
対象　小学生と保護者
参加費　無料　
準備物　はさみ、ラップ、セロハンテープ
応募方法　 メールにて件名と①～⑥を明記の

上、下記メールアドレスまでお申し
込みください。

jpyd-wonderland@broad-isp.jp
件名「3月21日クリスタルせっけん」
①参加する保護者の名前②参加するお子さま
の名前と学年③連絡先 ( 電話番号 ) ④参加
希望時間⑤使用する端末(PC、タブレット、ス
マートフォンのいずれか)⑥材料送付先(郵便
番号、住所)
定員　各回10人（先着順）
申込締切日　3月6日㈯　
※定員になり次第、受付終了。
※ 詳しくはホームページ (Waンダーランドで検

索)をご覧ください。
問  Jパワー＆よんでんWaンダーランド
　 ☎34ー3251

プログラム名 活　動　日　時 コ ー ス・ 活 動 費 定 員
ジュニア男子バレーボール 火・金（週2程度）  ※18：30～20：00 週1コース 900円      週2コース 1,500円 30人程度


