市民の情報ひろば
お 知 らせ

献血にご協力ください
（10月）

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。

農業保険で安心経営
収入保険申込受付中！

農業経営収入保険は、農業者ごとの収入減
実施日
採血場所
住 所
採血時間
少を総合的に補てんするセーフティネットとして、
10：00〜11：50
５日㈫ 阿南市役所
富岡町
自然災害や価格低下だけでなく、農業者の経
13：00〜16：00
営努力では避けられない収入減少が補償の
10：00〜12：00
１０日㈰ フジグラン阿南 領家町
13：20〜16：00
対象です。コロナ禍による収入減少にも対応し
ています。令和4年補償新規加入については、
※400㎖献血のみの実施です。
個人経営は12月末、法人は決算月が加入申
問 徳島県赤十字血液センター
込締切になっています。また、従来の農業共済
☎088ー631ー3200
（水稲・家畜・果樹・園芸施設「ハウス」共済）
も制度が見直され、公的保険制度として農業
経営をサポートします。加入要件等ありますの
税務署からのお知らせ
でお問い合わせください。
令和３年以降の年末調整説明会
問 徳島県農業共済組合本所
開催取りやめのお知らせ
☎088ー622ー7731
新型コロナウイルス感染症の発現に伴い、社
または南部支所 ☎21ー1050
会全体がこれまでとは異なる「新たな日常」に
向けて変化している中、行政についても各種
事務手続きのデジタル化を進めるための取組
自動車利用に関するアンケート
を行っています。年末調整に係る情報提供体
調査へのご協力をお願いします
制についても見直しを図り、これまで税務署主
国土交通省では、都道府県、高速道路会社
催で実施していた年末調整説明会は、令和3
などと連携して、9月から11月までの間、全国
年以降実施しないこととし、デジタル技術を駆
で自動車の使われ方などを調べる全国道路・
使した情報提供体制（動画配信を中心とした
街路交通情勢調査を実施しています。この調
「いつでも」
「どこからでも」必要な情報を得ら
査のうち、自動車起終点調査については、無
れるような体制）
とすることとしました。
作為に選定した自動車を保有する人・事業者
ご不便をおかけしますが、ご理解いただきます
の皆さまに対して、自動車の利用実態をお答え
ようお願い申し上げます。
いただく調査となっています。
なお、年末調整に関する各種情報については、
調査結果は、道路の計画や管理などの基礎と
国税庁ホームページに「年末調整特集ページ」
なる重要な資料となるものです。調査の主旨を
の作成を予定していますので、こちらのページ
ご理解いただき、調査への協力をお願いしま
をご覧ください。
す。
問 阿南税務署 ☎22ー0414
問 サポートセンター 70120ー765ー705
※9：00～18：00（日曜、祝日を除く）
10月は里親月間です

子どもたちの健やかな成長の
ため里親になりませんか
「里親」は、児童福祉法で規定されている制度
です。さまざまな事情で自分の家族と暮らせな
い子どもたちを迎え入れ、サポートする人が「里
親」です。里親というと特別なイメージを持つ
方がいるかもしれませんが、そんなことはありま
せん。実際の里親は、
どこにでもいる普通の家
庭のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おば
あちゃんです。
里親についての情報はこちらを検索してくださ
い。
→「とくしまはぐくみネット 里親」
相談窓口
●中央こども女性相談センター
☎088ー622ー2205
●南部こども女性相談センター
☎22ー7130
●西部こども女性相談センター
☎0883ー53ー3110
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将棋教室会員募集

阿南こども将棋教室
日程 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）
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

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4年5月30日㈪
対象者 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1日㈮～29日㈮
問 ポリテクセンター徳島
☎088ー654ー5102
※平日9：00～17：00

合気道教室
練習生募集
合気道を学びな
がら日本武道の
礼儀や心を養ってみませんか。子どもたちの強
く、優しく、たくましい心と身体の育成を願って
教室を開いています。
対象 5歳～15歳
稽古日程 毎週金曜日19：00～20：00
場所 武道館（大潟町）
受講料 月額2,000円
※別途入会金2,000円が必要です。
問 合気道敷島塾阿南道場 川越
☎49ー4077

イベント

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日 時 10月9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）
☎088－679－4440
※土、日曜日は☎26－1157

カイロプラクターによる
からだのゆがみとり運動教室
骨盤のゆがみを整えるため、楽しく一緒に運動
しましょう。
日時 10月3日㈰、24日㈰
10：00～11：30
場所 夢ホール
（文化会館） 工芸室
定員 5人（先着順）
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 ☎090－5278－9359

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。 12月号の締め切りは10月29日㈮です。

メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

健康とくしま
〝ウオーキング大会〟
ノルディック・橘港中浦緑地公園
さんさく・ウオーク
日時 11月7日㈰ 9：15～12：10
集合受付場所 橘港中浦緑地公園駐車場
コース 集合場所～海正八幡神社～公園
（4㎞）
参加費 500円（中学生以下無料）
機材レンタル 1組300円
※リュック、マスク着用でご参加ください。
問 とくしまノルディック・ウォーク協会
☎090ー3782ー4325
FAX088ー642ー5003

元気をつくる「元気工房」の
にしまる健康塾
●にしまる体操教室
筋肉や関節の仕組みをうまく使って、上手な体
の使い方をマスターしましょう！
日時 10月13日㈬ 14：00～15：00
参加費 1,000円
● NOSS（ノス）体験会
日本舞踊がエクササイズに！和の動きでストレ
ッチ、有酸素運動、筋トレができちゃいます！ぜ
ひ、一度ご体験ください。
日時 10月16日㈯ 14：00～15：00
参加費 無料
〈共通事項〉
場所 元気工房（西條接骨院）2階
定員 5人
※動きやすい服装でご参加ください。
※要予約
問 元気工房
（西條接骨院、e-Bodyジム＆フィ
ットネス、健美館） ☎22ー8858

川口ダム自然エネルギーミュージアム

【要申込】「川口ダム写生大会」
川口ダム湖周辺の風景を描こう。参加者には
パステルコンテをプレゼントします。画材の持ち
込み歓迎。がばんをお持ちであれば持参して
ください。昼食は各自でご用意ください。作品
は後日、川口ダム自然エネルギーミュージアム
内にて展示します。
日時 10月23日㈯ 10：00～16：00
（雨天の場合は10月30日㈯に延期）
※途中退出可
場所 川口ダム周辺
参加料 無料
定員 10組 (1組3人以内 )
※申込多数の場合は抽選
申込締切日 10月16日㈯
申込方法 電話でお申し込みください。
協力 相生森林美術館
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/

お酒で悩んでいませんか
巻き込まれていませんか

一度、相談・例会に来てみませんか
阿南市内の例会・相談会
日程 各日18：30～20：30
▶10月8日㈮
ひまわり会館
▶10月13日㈬ 羽ノ浦地域交流センター
▶10月22日㈮ ひまわり会館
例会の内容 今月のテーマ「前向きの断酒」
※県内他会場でも実施しています。下記へお
問い合わせください。
問 NPO 法人 徳島県断酒会事務局
☎088ー641ー0737

あなんで映画をみよう会
秋例会

「野球部員、
演劇の
舞台に立つ！」
日時

10月24日㈰
①10：30～
12：12
②13：30～
15：12
場所 夢ホール
（文化会館）
出演 渡辺祐太朗、林
宮崎美子ほか
入場料

「出張労働相談会（南部）」の開催
解雇・退職・賃金未払い・パワハラ・配置転換
などの労使間トラブルについて、徳島県労働委
員会委員が、公益・労働者側・使用者側の3
人1組となって、それぞれの立場から解決のた
めのアドバイスをします。
日時 10月3日㈰ 13：00～16：00
場所 ひまわり会館
相談料 無料
予約受付 10月1日㈮ 15：00までに電話、フ
ァクス、メール、県ホームページの
電子申請でお申し込みください。
問 徳島県労働委員会事務局
☎088－621－3234
FAX088－621－2889
（電話は土、日、祝日を除く8：30～18：15）
e-mail:roudouiinkai@pref.tokushima.jp

阿南市 B&G 海洋センター
11月のイベント

●うみてらすハワイアンダンス教室
日時 11月13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
遣都、宇梶剛士、
安室英子さん
●親子で体験！海辺のまなびや
（ニボシの解剖と海の食物連鎖学習）
日時 11月14日㈰ 13：00～15：30
前売り
当日
1,300円
一般・大学生・専門学校生
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
1,000円
60歳以上
1,100円
対象 小中学生とその保護者
6〜18歳および
参加費 500円 定員 10組
−
500円
障がいのある方
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
チケット販売場所 文化会館、情報文化セン 講師 牟岐少年自然の家 海洋環境学習ア
ター、平惣書店（センター店、羽ノ浦店、
ドバイザー 中島茂範さん
徳島店）
、中富書店、フジグラン、アピカ ●秋の天体観測 ～秋の星空案内～
問 あなんで映画をみよう会
日時 11月23日㈷ 18：00～19：30
☎090ー2788ー5465
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
参加費 無料 定員 10組
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
保育士による
講師 阿南市科学センター職員
ベビーマッサージ教室
●うみてらすドローン体験会
筋肉の発達を促し
日時 11月27日㈯ 10：00～12：00
て、運動機能を高
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
めましょう！お肌の
対象 小中学生以上
ふれあいで赤ちゃ
（小学生については保護者の同伴要）
んもママもリラック
参加費 無料 定員 10組
スできます♪おうち
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
でできる手順シー
講師 Boon Drone 坂本義則さん、日亜化
トプレゼント♪
学工業ドローン部 松原裕生さん
日時 10月8日㈮ 10：30～11：30
●メチャめちゃ楽しい♪
場所 ラヴォワール
（向原町天羽畭115番地1)
Zumba（ズンバ）教室
内容 筋力 UPすくすくべビマ
日時 11月27日㈯ 19：00～20：00
対象 生後2カ月～1歳頃の赤ちゃんとママ
場所 うみてらす北の脇1階 艇庫
参加費 １回1,500円
参加費 500円
※要予約
申込方法 当日受付（18：30～）
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
講師 一般社団法人 NICE
PLUS BABY 玉置
☎090ー2895ー0224
問 スポーツ振興課 ☎22－3394
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