
21   広報 あなん  2022.02 広報 あなん  2022.02   20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。

お知らせ
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　２月４日㈮　13：30～16：00
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ー602ー0553

確定申告に関するお知らせ
●確定申告会場のご案内
場所　阿南税務署3階　大会議室
　　　（富岡町滝の下4番地4）
設置期間　2月16日㈬～3月15日㈫
　　　　　※土、日、祝日を除く
受付時間　8：30～16：00
　　　　　（相談開始は9：00～）
※期間前は、申告相談を行っていません。
※ 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。
※ 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。

●来場を検討されている方へ
入場整理券が必要です
申告会場への入場には、「入場整理券」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
　 入場整理券の配付状況に応じて、後日の来

場をお願いする場合がありますので、ご了承
ください。配付状況は国税庁ホームページ
から確認できます。

②オンラインで事前発行
　（来場を希望される日の2営業日前までに発
　 行してください。）LINEアプリで国税庁公式

アカウントを友だち追加してください。

　　　　　　友だち追加は
　　　　　　こちらから▶▶▶

来場の際は、次の書類を必ずお持ちください。
① 源泉徴収票などの申告書作成に必要な書

類
②マイナンバーカード等の本人確認書類
感染症対策のお願い
来場の際は、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。
問  阿南税務署　☎22ー0414

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。　４月号の締め切りは２月28日㈪です。　
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

保育士就職準備金貸付制度 
ブランクがあってもOK！もう一度保育士として
働いてみませんか。保育士として再就職する方
を応援します。
対象　 保育士資格を持ちながら、保育士とし

て働いていない方で、新たに保育士と
して徳島県内の保育所等に就職する
方

貸付額　 20万円以内（１回限り・保育用の被
服費等、必要経費）

※ 徳島県内の保育所等で２年間継続して働
けば、返還が免除されます。保育のお仕事
に関する相談は、徳島県保育士・保育所支
援センターまで。

問  徳島県社会福祉協議会　徳島県福祉人
材センターアイネット　徳島県保育士・保育
所支援センター

　 ☎088ー625ー2040
　 https://hoikujira.jp/

LINE＠
　　　　　　　友だち募集中

古着回収ボックスを
設置しています

那賀高等学校
エシカルクラブ
が、市 役 所 内
に古着回収ボッ
クスを設置して
います。家庭で
不要となった衣
服（靴下・下着
を除く）をご提供ください。ご提供いただいた
衣服は、性別・サイズごとに分別され、必要と
する方に無料で譲渡されます。
場所　市役所２階　中央階段下
期間　３月31日㈭まで
回収できる衣服
◦サイズが０歳児用から大人用までの衣服
◦ まだきれいだが、体型や好みが変わり着なく

なった衣服
◦洗濯済みで、染みや破損のない衣服
問  那賀高校　☎0884ー62ー1151

お酒で悩んでいませんか？
巻き込まれていませんか？

≪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
２月９日㈬　18：30～20：30　羽ノ浦公民館
２月11日㈷　18：00～20：00　ひまわり会館
２月25日㈮　18：00～20：00　ひまわり会館
今月のテーマ「体験談を語ろう」
※ 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

募　集
かもだフリマルシェ2022

出店者募集  

来て楽しい♪豊かな歴史とロマンの風吹く地
で、地産地消のおもてなし！ 
日時　３月６日㈰　10：00～14：00
　　　※少雨決行
場所　かもだ岬温泉下ゲートボール場
内容　 フリーマーケット、テイクアウトを基本と

する飲食、物販、ワークショップ
募集出店数　25店舗
出店料　500円
※開催概要、出店募集要項は
　２次元コードを参照いただく
　か、事務局へお問い合わせ
　ください。
問  かもだマルシェ実行委員会
　 ☎33ー1232

令和４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５年１月まで
時間　主に第２、第４火曜日
　　　13：30～16：30
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
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
申込先・問い合わせ　阿南農業支援センター
　（南部総合県民局内）　☎24ー4188

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

献血にご協力ください（２月）

実施日 採血場所 住  所 採血時間
22日㈫ 阿南市役所 富岡町 10：00～16：00

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

石積み学校　受講者募集
羽ノ浦町の
阿千田峠の
古道を徳島
古来の石積
み方法で修
復 し ま す。
農地の伝統
的な石積み
技術を持続
可能な工法として全国で活躍している金子玲
大さんに指導していただきます。石積みの修復
技術を学びたい方、地域の遺産を保全する取
り組みに協力してくださる方など、たくさんの方
のご応募をお待ちしております。
日時　２月26日㈯、27日㈰ 
　　　各日9：00～16：00くらい
場所　阿千田峠（羽ノ浦町岩脇猪ノ谷）
講師　金子玲大さん
募集人数　15人程度（先着順） 
参加費　5,000円(２日間)　
申込方法　 ２月20日㈰までに氏名、年齢、住

所、連絡先、石積み学校参加実
績有り無しを下記メールまたは電
話で森口までご応募ください。

　　　　　e-mail:GFF00522@nifty.com
問  森口敏生　☎080ー3167ー8406

イベント
川口ダム自然エネルギーミュージアム

工作教室「フェイクスイーツ」  

もこもこ靴下を使ってケーキを作ろう。
毛糸のイチゴやチョコトリュフでデコレーション。
日時　２月11日㈷、12日㈯、13日㈰
　　　13：00～14：00
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人以内)
　　　※申込多数の場合は抽選
申込方法　電話でお申し込みください。
申込締切日　２月４日㈮
※ 要事前申込。申込締切後も、空きがあれば

受付可能な場合があります。開催日前日ま
でに電話でお問い合わせください。

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ー62ー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）

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会 

日時　２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

健康とくしま〝ウォーキング〟
ノルディック・阿南公園さんさく

ウォーク
日時　２月13日㈰　9：15～12：10
集合　牛岐城趾公園
コース　 牛岐城趾公園～阿南公園～山下道

～市役所～桑野川沿い（4.5㎞）
参加費　500円（中学生以下無料）
機材レンタル　１組300円
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

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　２月18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ー5278ー9359

阿南ファミリー・サポート・センター 

●病児病後児預かり研修
日時　２月２日㈬　10：00～15：20
　　　２月３日㈭　10：00～14：30
場所　あなんスマート・ワークオフィス
受講費　無料　※要申込（無料託児あり）

●つくるんday「自家製みそをつくろう！」

容器に入れて持ち帰り、秋に食べよう♪
日時　２月16日㈬　13：30～15：00
場所　ひまわり会館
材料費　1,000円　※要申込（先着10人）

問 阿南ファミリー・サポート・センター
　 ☎24‐5550

「山なみ遊歩道」を歩こう
開催日　２月27日㈰　※小雨決行
集合　9：30　羽ノ浦支所前
コース　 山なみ遊歩道～香風台～桜堤公園

（昼 食）安 全 道 路 ～ 羽ノ浦 支 所
　　　　14：30頃（約10㎞）
　　　　※5㎞コースもあります（昼食なし）
参加費　300円（会員200円）
持参物　マスク、飲み物、弁当、雨具、保険証
※ 傷害保険に加入していますが保険適用外の

事故等の責任は負えません。
問 羽っぴい歩こう会　西田
　 ☎23ー1585

阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター
３月のイベント

●うみてらすハワイアンダンス教室
日時　3月19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

●うみてらすドローン体験会
日時　３月20日㈰　10：00～12：00
場所　うみてらす北の脇２階　研修室
対象　小学生以上
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 

● つくってたのしい！うみてらすかんたん工作
教室

日時　３月26日㈯　13：00～14：30
場所　うみてらす北の脇２階　研修室
対象　年少～小学生
参加費　500円　　定員　10人
申込方法　電話での申し込み（先着順）
講師　楠本宏志さん

●メチャめちゃ楽しい♪Zumba（ズンバ）教室
日時　３月26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　 うみてらす北の脇にて受付（18：30

より受付）
講師　一般社団法人 NICE

●親子で体験！海辺のまなびや
　（海藻と海草の違いを見つけよう）
日時　3月27日㈰　13：00～15：30
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
対象　小中学生とその保護者
参加費　500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

問 スポーツ振興　☎22ー3394




