
29   広報 あなん  2021.12 広報 あなん  2021.12   28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。

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。　２月号の締め切りは12月24日㈮です。　
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

お知らせ
献血にご協力ください（12月）

実施日 採血場所 住  所 採血時間

24日㈮
阿南警察署 富岡町 9：30～11：00

㈱岡部機械
工業 才見町 12：40～14：00

29日㈬
ショッピング

プラザ
アピカ

西路見町 10：15～11：50
13：20～16：00

※400㎖献血のみの実施です。
問  徳島県赤十字血液センター
　 ☎088－631－3200

地雷撤去のため書き損じ
はがきを集めています    

カンボジアの地雷被害を無くすため、書き損じ
はがき等を集めて換金し、地雷撤去団体へ寄
付しています。
はがき2～3枚で1㎡の地雷撤去費用になりま
す。

対象品　 書き損じ・未使用はがき、未使用切
手、未使用テレカ、QUOカード等

期間　令和4年3月31日㈭まで（必着）

問  送付先　〒814-0002
　 福岡県福岡市早良区西新1丁目7番地
　 10-702
 　（一財）カンボジア地雷撤去キャンペーン宛
　 ☎092－833－7575

阿南税務署からのお知らせ  
国税に関するご相談   

税務署では、国税に関する一般的なご相談を
面接により希望される場合や相談内容が複雑
で、関係書類等により事実関係の確認が必要
であるものについては、事前にお電話でご予
約いただいた上で、面接相談を行っています。
面接相談をご希望される場合は、自動音声案
内に従い、「2」番を選択の上、担当職員に住
所、氏名、相談内容を伝え、相談日時をご予
約ください。
納税者の皆さまの待ち時間を少なくし、相談を
効率よく行うためにご予約いただくこととしてい
ますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、電話による国税に関する一般的なご相
談については、自動音声案内の「1」番を選択
してください。国税局「電話相談センター」の
税務相談官がご相談をお受けします。
また、消費税の軽減税率制度およびインボイス
制度に関するご質問やご相談は「3」番を選択
してください。軽減・インボイスコールセンター
のオペレータまたは国税局「電話相談センタ
ー」の税務相談官がご相談をお受けします。

問 阿南税務署　☎22－0414

税関は１２月６日㈪から１５日㈬まで

「年末特別警戒」を実施！   
税関が押収した不正薬物は、５年連続で１トン
を超えており、わが国への流入はコロナ禍でも
極めて深刻な状況となっています。
港や海岸付近で、不審な荷物や不審な人物と
思ったら、税関密輸ダイヤル（２４時間受付）ま
で。

フリーダイヤル

　 ☎0120－461－961

問 小松島税関支署　☎0885－32－0326

「つながり支援ピアサポート
とくしま」からのお知らせ    

徳島県「コロナに負けない！女性つながりサポ
ート事業」として、「つながり支援ピアサポートと
くしま」が、コロナ禍で不安を抱える女性を対
象に「WEB相談」や「居場所づくり」、「生理用
品の提供」を行っています。

●生理用品の提供
提供時期　11月～2月末まで
提供の条件　 女性1人につき1パック。男性の

方にはお渡しできません。
提供窓口　人権・男女共同参画課
　　　　　（市役所５階）
※ 1カ月ごとに先着でお渡しします。（なくなり

次第終了となります。）なお、提供方法等詳
細につきましては、つながり支援ピアサポー
トとくしまの公式LINEに記載しますので、ぜ
ひご覧ください。

問ピアサポートとくしま
　 LINE ID @699bknlu

募　集
放送大学入学生募集  

放送大学は、2022年4月入学生を募集してい
ます。10代から90代の幅広い世代、約9万人
の学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみ
たいなど、さまざまな目的で学んでいます。
心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然
科学など、約300の幅広い授業科目があり、1
科目から学ぶことができます。

出願期間　
第1回　令和4年2月28日㈪まで
第2回　令和4年3月15日㈫まで
※資料を無料で差し上げています。

問  放送大学徳島学習センター
　 ☎088－602－0151

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）　
▶CAD機械科
▶住環境計画科
訓練期間　令和4年2月1日㈫～7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　11月26日㈮～12月27日㈪

募集訓練科　
〈6カ月コース〉
▶溶接加工科
訓練期間
3月1日㈫～8月30日㈫

〈7カ月コース〉
6カ月コースの前に1カ月の導入講習を受講し
ていただきます。
▶電気設備技術科
▶住宅リフォーム技術科
訓練期間　3月1日㈫～9月29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　1月4日㈫～28日㈮

問 ポリテクセンター徳島
　 ☎088－654－5102
　 ※平日9：00～17：00

剣道をはじめよう！
阿南少年剣道教室
剣士募集

見学はいつでも大歓迎。見学していただいた
方にプレゼントをご用意しています。
対象年齢　年長児～小学6年生までの男女
稽古日　毎週火、金曜日18：50～20：50
稽古場所　阿南市武道館（大潟町）

問  中西　☎090－1174－1141

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
　 ☎090－6888－5686

（許しません）  シロイ（粉）  クロイ（武器）

税関イメージキャラクター
カスタム君

イベント
第26回大野パッチワークキルト展  

日時　12月4日㈯、5日㈰　9：00～16：00
場所　大野公民館2階　大ホール
　　　（中大野町）
内容　クリスマスを迎えて
　　　 タペストリー、ベッドカバー、
　　　ベビーキルト、袋物、クリスマスグッズ
※入場無料

問 清原　☎090－8697－0077

西室苑　収穫祭＆バザー2021 

日時　12月19日㈰
10：00～12：00
※小雨決行

（雨天時12月26日㈰　10：00～12：00）
場所　西室苑（長生町間谷32番地）
出品　 大根、切干大根、筍水煮、季節の野

菜、藍入ハーブティー、PPカゴ、その他
製作品

体験　PPカゴ制作体験
問 社会福祉法人　西室苑　☎22－1810

民雄忌～北條民雄を偲ぶ会
近代文学史上に大きな影響を残した北條民
雄の忌日12月5日を「民雄忌」と定め、出身地
の阿南市で偲ぶ会を開催します。
日時　12月5日㈰　18：00開演
場所　夢ホール（文化会館）
内容　
　第1部　基調講演「民雄からの架け橋

～絶望の果てに見える光～」
明治学院大学教授　ドリアン助川
さん

　第2部　パネルディスカッション
「小説家　北條民雄の軌跡」
パネラー　ドリアン助川さんほか
コーディネーター　徳島文学協会
代表　佐々木義登さん

入場料　無料　※申込不要
定員　100人

問 文化会館　☎21－0808

北條民雄パネル展
期間　12月19日㈰まで
　　　10：00～16：00（月曜休館）
場所　牛岐城趾館
入場料　無料
内容　 平成26年に徳島県立文学書道館で

開催された文学特別展「北條民雄―
いのちを見つめた作家」のパネルを再
び展示します。

問 文化振興課　☎22－1798

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会 

日時　12月11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

阿南工業高等専門学校
とくしまリカレント教育推進事業

●「 技術者のための3次元CAD/CAM/CAE 
実践講座～オンラインセミナー～」

3次元CAD「AUTODESK Fusion360」を用
いた3次元モデリングと応力解析を学び、実践
的な3次元設計、解析のスキル向上を図りま
す。
日時　第1回　1月8日㈯　13：00～16：00
　　　第2回　1月15日㈯　13：00～16：00
受講方法　 Zoom（Fusion360を操作するPC

と教材を視聴するPCまたはタブレ
ットが必要）

対象　在職技術者の方3人
受講料　各回2,000円
申込方法　 12月6日㈪～20日㈪の間に、メー

ルでお申込みください。

● 「おいでんよ徳島　おもてなし観光英語教
室」

外国人観光客に対応するときに便利な観光英
語表現を学びます。緊急時・飲食・宿泊・買い
物の4テーマの英語を7回でマスターしましょう！
いつでも学べるYouTube授業と、講師と直接
会話できるZoom講座です。
日時
▶YouTube授業
　令和4年1月4日㈫、11日㈫、25日㈫、
　2月8日㈫
　（1カ月視聴可能）
▶オンライン授業
　令和4年1月18日㈫、2月1日㈫、15日㈫
　10：00～11：00
受講方法　 YouTubeとZoomが視聴できる

スマホまたはカメラ付きPCが必要
です。

対象　在職者および求職者
受講料　1,000円（全7講座）
申込方法　 12月20日㈪までにメールでお申

込みください。
※ 詳しくは阿南高専ホームページでご確認くだ

さい。

問 阿南工業高等専門学校総務課
　 企画情報係　☎23－7215
　 ※平日9：00～16：00
　 e-mail:kikaku@anan-nct.ac.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、厚生
労働省より委託を受け、働くことを希望してい
る15～49歳の若者無業者等およびその家族
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、また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　12月10日㈮　13：30～15：30
場所　ハローワーク阿南　会議室
※事前予約制

問  とくしま地域若者サポートステーション
　 ☎088－602－0553

川口ダム自然エネルギーミュージアム
【要申込】門松づくり

ミニ門松とお正月を迎えよう！
日時　12月24日㈮、25日㈯、26日㈰
時間　①11：00～　②14：00～
　　　(1日2回開催)
場所　相生ふるさと交流館
材料費　200円
定員　各回5組(1組5人以下)
　　　※申込多数の場合は抽選
申込締切日　12月17日㈮
申込方法　電話でお申し込みください。

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）
　 ☎0884－62－2209
　 URL:https://www.kre-museum.jp/
開館時間　9：30～16：30
入館料　無料
休館日　毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
※ 年末年始は12月29日㈬から1月1日㈷まで

休館します。

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　12月5日㈰、25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




