
市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

お知らせ
舟のある広場まつり

花しょうぶが見頃を迎えます。アジサイやパン
ジーも楽しんでください。
日時　6月4日㈯　9：00～12：00
場所　�羽ノ浦農村環境改善センター
　　　（情報文化センター東隣）
内容　和太鼓、フラダンス、笹舟レースほか
※入場無料
問��那賀川北岸地域広域保全協議会
　�☎24－8318
　�e-mail:kawakita-ho15@tiara.ocn.ne.jp

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」 
現在、薬物乱用者の低年齢化や、危険ドラッ
グ使用者による犯罪の多発など、薬物乱用問
題は深刻化しています。
特に近年は、大麻による検挙者が急増してい
ます。令和2年には大麻の検挙者数は過去最
高の5260人となり、そのうち約66％が30歳未
満の若者でした。なかでも急増しているのが、
20歳未満の若者です。その原因の一つとして、
インターネット等に氾濫している「大麻は身体
への悪影響がない」などの誤った情報が挙げ
られます。大麻は、学習能力の低下や運動失
調、やる気の低下などをもたらします。間違っ
た情報に流されず、正しい知識で判断すること
が重要です。
また、薬物乱用は使用した本人だけでなく、周
りの人の生活にも大きく影響します。1回でも
「ダメ。ゼッタイ。」という意識を強く持ち、決して
薬物には手を出さない、薬物乱用を許さない
社会環境をつくっていきましょう。
徳島県薬物乱用防止阿南地区協議会では、
地域に根差した広報・啓発活動を行っていま
す。皆さまのご協力をお願いします。
問��徳島県薬物乱用防止阿南地区協議会
　�事務局（阿南保健所生活衛生担当）
　�☎28－9870

阿南の夏まつり
第11回ごみゼロ大作戦

ボランティアスタッフ募集！
日時　7月23日㈯、24日㈰
　　　1部　18：00～19：30
　　　2部　19：30～21：00
場所　�富岡商店街周辺（牛岐城趾公園東口

広場、牛岐城趾公園、松屋理容店横、
市役所）

定員　100人
申込締切日　7月1日㈮

ボランティア参加者説明会
代表者の方は必ずご出席をお願いします。
日時　7月19日㈫　18：30～19：30
場所　商工業振興センター2階　
問��阿南商工会議所女性会事務局
　�☎22－2301

県立南部テクノスクール
受講生募集 

訓練科　介護実務者・同行援護研修科
内容　介護実務者研修課程修了
定員　�14人（応募状況により、訓練が中止と

なることがあります。）
対象　�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方
訓練期間　7月28日㈭～令和5年1月27日㈮
　　　（原則　土、日、祝日、8月13日～15日、
　　　12月29日～1月3日は休校）
訓練時間　9：15～16：40
訓練場所　阿南建設会館
　　　　　（富岡町西池田6番地1）
受講料　�無料　※テキスト代22,440円（税

込）程度は自己負担
申込期間　6月8日㈬～7月7日㈭
申込先　居住地を管轄する公共職業安定所へ
問��公共職業安定所または
　�県立南部テクノスクール　☎26－0250

「第20回　アビリンピック
徳島大会2022」参加選手募集  

本大会は障害のある方々が日頃培った技能を
お互いに競い合うことにより、その職業能力の
向上を図るとともに、企業や社会一般の人々
が障害者に対する理解と認識を深め、その雇
用の促進と地位の向上を図ることを目的として
開催しています。
日時　9月17日㈯　
　　　9：00～受付、9：30～競技開始
競技種目　�①ワード・プロセッサ②表計算③パ

ソコンデータ入力（知的対象）④�オ
フィスアシスタント⑤喫茶サービス
⑥ビルクリニーング

場所　�▶競技①～⑤ポリテクセンター徳島（徳
島市昭和町8丁目27番地20）

　　　�▶競技⑥徳島ビルメンテナンス会館（徳
島市昭和町2丁目56）

参加資格　�▶徳島県内に居住し、身体障が
い、知的障がい、精神障がい者の
手帳もしくは診断書を有する方

　　　　　�▶競技時間に十分耐えうる健康
状態にある令和4年4月1日現在
満15歳以上の方

申込締切日　8月19日㈮（消印有効）
参加費　�無料（交通費・昼食費は自己負担と

する）
応募方法　�参加申込書により郵送または持参

にてお申し込みください。（先着
順）

※詳しくは、2次元コード
　またはホームページを
　ご覧ください。

問��独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用
支援機構徳島支部　高齢・障害者業務課

　�☎088－611－2388
　�FAX：088－611－2390
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/
tokushima/abi2022.html
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試 験 日 1回目　6月5日㈰、　　2回目　8月30日㈫

給 料・ 手 当
自衛官候補生手当　142,100 円（教育隊の 3 カ月） 
自衛官任用一時金　221,000 円（教育隊卒業時） 
教育隊卒業後の初任給　179,200 円（教育隊卒業後）

特 例 退 職 手 当 陸上自衛隊（2年勤務後）580,000 円、海・空自衛隊（3年勤務後）950,000 円
各 種 手 当 扶養手当、地域手当、寒冷地手当、航海手当、航空手当等（該当者）の他、年2回の期末・勤勉手当等
衣・ 食・ 住 靴その他の被服類、寝具等については支給または貸与、食事（1日3食）無料、宿舎費無料
休 日・ 休 暇 週休2日制、年次休暇、夏季・年末年始休暇（特別休暇）、産前産後休暇、育児休業等
応 募 資 格 18歳以上33歳未満の男女
入 隊 時 期 9月頃または令和5年3月末
各種資格を取得したい、家族や知人に勧めたい、陸海空の装備品に興味がある、 災害派遣や国際貢献に興味がある方など 
※体力に自信がなくても大丈夫です。体力試験はありません。

（（進路選択型の任期制自衛官コース）進路選択型の任期制自衛官コース）

問��自衛隊徳島地方協力本部　阿南地域事務所　☎22－6981　※事前に予約していただければ土、日、祝日も説明対応します。�
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募　集
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の開催
日時　6月10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
　 ☎088－602－0553

親子和太鼓体験教室
参加者募集

ストレス発散、運動不足解消に！和太鼓の響
き、轟を感じてみませんか。
日時　6月10日㈮　19：30～約1時間程度
場所　宝田公民館2階　ホール
対象　5歳～小学6年生の子どもと保護者
募集人数　5組10人程度（電話受付先着順）
持参物　飲み物、上履き
※練習中のマスクの着用をお願いします。
問  あなん子ども太鼓保護者会　堺
　 ☎090－3182－8502

就職や復職を応援する
「保育フェア」を開催します

県内の保育事業者が多数参加し、保育のお
仕事の魅力を発信。これから、いつか、保育の
お仕事に就きたい方、大歓迎！スタンプラリー
でプレゼントゲット。
日時　6月18日㈯
　　　9：30～12：30　（9：00開場）
場所　徳島グランヴィリオホテル1階
　　　グランヴィリオホール
持参物　マスク、筆記用具
※参加無料、申込不要
問  徳島県社会福祉協議会、
　 徳島県保育士・保育所
　 支援センター
　 ☎088－625－2040

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

日時　 6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

行政書士による無料相談会
遺言・相続および許認可手続き等について 知
りたい方は、ぜひご相談ください。
日時　6月18日㈯　9：30～12：00
場所　ひまわり会館
相談内容　 遺言・相続および農地転用、建設

業許可、開発許可などの許認可
手続きについて

問  徳島県行政書士会　徳島南部支部
　 川崎　☎0885－47－3975

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

元気になろう会 
毎月全国200カ所で開催中、健康ボランティア
の会です。元気で長生きをするために大切な、
呼吸法とツボの癒しを共に学びませんか！
日時　6月5日㈰、23日㈭、7月3日㈰、
　　　14日㈭　14：00～15：30
場所　ひまわり会館3階　ゆとりの間
参加費　無料
※ 動きやすい服装で、お気軽にお越しくださ

い。
問  元気になろう会　
　 ☎090－1174－7457

阿南高専公開講座  
●シュタイナーの算数で遊ぼう！
　とくしま杉で「九九の糸かけ版」をつくろう
九九を視覚的、芸術的に覚える「九九の糸か
け版」を一緒につくります。
日時　7月18日㈷　10：00～12：00
対象　小学1～3年生
定員　5人
参加料　無料
申込締切日　7月1日㈮

●「ザリガニロボットを作って遊ぼう！」
リモコンで動くザリガニロボットを作って、ゲー
ムをします。
日時　7月24日㈰　9：00～12：30
対象　小学4～6年生 　
定員　10人
受講料　無料
申込締切日　7月8日㈮

●「小さなコンピュータ（micro:bit）を使って
　プログラミングを体験してみよう」
プログラミングの基礎を学びます。初心者歓迎
します。
日時　7月23日㈯　13：00～16：30
対象　小学3～6年生、中学生
定員　5人
受講料　無料
申込締切日　7月8日㈮

●「中学生のための作って体験！
　エネルギーを生み出す先端材料」
エネルギー問題を解決する燃料電池を組み立
て、それを支えている先端材料を学びます。
日時　8月6日㈯
　　　①10：00～12：00
　　　②13：30～15：30
対象　中学生 
定員　各回4人
材料費　1,000 円
申込締切日　7月15日㈮

●「micro:bit を使ってLego ブロック
　（ロボット）を遠隔操作してみよう」
ビジュアルエディタを利用し、Legoブロックで
製作したロボットを遠隔操作します。
日時　7月24日㈰　13：00～16：30
対象　中学生、高校生、小中学校教員
定員　5人
材料費　無料
申込締切日　7月8日㈮

〈共通事項〉
場所　阿南工業高等専門学校
※講座詳細、申し込みは阿南高専ホームペー
ジ（https://www.anan-nct.ac.jp/）または2次
元コードからご覧ください。

問  阿南工業高等専門学校総務課総務係
　 ☎23－7215

介護予防教室のお知らせ 
日時　6月23日㈭ 
　　　①10：30～11：30
　　　②13：30～14：30
場所　ひまわり会館2階　ふれあいホール
演題　 「脳若トレーニング講座」iPad(タブレッ

ト)を使用した脳トレーニング
講師　㈱ポスト・ウェーブ脳若事業部
対象　市民等
定員　各20人以内（先着順）
申込締切日　6月22日㈬（必着）
※入場無料
問  阿南東部高齢者お世話センター
　 担当　細野　☎22－4577

阿南税務署からのお知らせ
消費税インボイス制度等説明会

について  
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控
除の方式として適格請求書等保存方式(イン
ボイス制度)が実施されます。事業者の皆さま
には、インボイス制度について理解を深めてい
ただき、インボイス制度の実施に向けて必要な
準備を進めていただくため、インボイス制度等
説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。

● 登録申請相談会（個人の事業者で消費税
課税事業者の方向け）

インボイス制度の概要を説明後、登録申請を
希望される方の申請手続をサポートします。
日時　6月22日㈬　14：00～16：00
持参物　 スマートフォンおよびマイナンバー
　　　　カード

● インボイス制度説明会（免税事業者対象：
消費税の仕組みから知りたい方向け）

インボイス制度の概要に加えて、消費税の基
本的な仕組み等について説明します。
日時　6月24日㈮　14：00～15：30

〈共通事項〉
場所　阿南市商工業振興センター2階
　　　展示ホール
　　　（富岡町今福寺34番地4）
定員　50人
※ 会場収容人数の都合上、事前予約制としま

すので、事前に問い合わせ先まで申し込み
をお願いします。

※ 説明会開催日時等の最新情報は、高松国
税局ホームページでご確認ください。

問  阿南税務署　個人課税部門
　 ☎22－0416（直通）

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。

８月号の締め切りは６月30日㈭です。メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp
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イベント
第3回おさかな広場 

鮮魚の日曜市を開催します。活魚や貝類の販
売、干物等の販売も行います。地元の漁師さん
と協力し、新鮮なお魚をご用意しています！日
曜市において産地直送！東北のお魚も販売し
ます。数に限りがありますのでご了承ください。
子どもから大人まで楽しめる日曜市となってい
ますので、ぜひお越しください。
日時　6月12日㈰　8：00～12：00
場所　脇田水産有限会社：支社
　　　(中林町蛭子浜1番地)
問  四国東南地域水産加工業イノベーションプ

ラン協議会　脇田　☎23－6512

あわしまマルシェ
とれたて魚介類から新鮮野菜やスイーツ、雑
貨。阿南の有名店も出店。
日時　6月19日㈰　10：00～14：00
場所　淡島海岸横亀崎漁港
問  あわしまマルシェ実行委員会
　 篠原　 ☎090－6284－1955

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　6月5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

川口ダム自然エネルギーミュージアム
工作教室「あじさいしおり」 

あじさいの押し花を使って、オリジナルのしおり
を作ろう。
日時　 6月4日㈯～26日㈰の期間の土、日曜

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
※ 予約不要。製作時間5分程度。1人1枚ま

で。

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）

お酒に関する相談・例会について
お酒に悩んでいませんか。巻き込まれていませ
んか。一度、相談、例会の見学に来てみませ
んか。
日程　▶6月8日㈬
　　　　18：30～20：00　羽ノ浦公民館
　　　▶6月10日㈮
　　　　18：00～20：00　ひまわり会館
　　　▶6月24日㈮
　　　　18：00～20：00　ひまわり会館
例会の内容　今月のテーマ「一日断酒」
※ 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
　 ☎088－641－0737

かもだフリマルシェ第３回開催
開催日　6月5日㈰

● フリーマーケット・物販、テイクアウトを基本と
する飲食、ワークショップ

時間　10：00～14：00
場所　かもだ岬温泉下広場
募集出店数　25店舗
　　　　　　（最大数に達し次第締切）
料金　1区画500円

●ウミガメ講座
時間　11：00～12：00
場所　蒲生田小学校
定員　子ども10人（定員に達し次第締切）
料金　無料

●カローリング体験会
時間　13：00～14：00
場所　蒲生田小学校
定員　18人
　　　1チーム3人（定員に達し次第締切）
料金　無料

●SUP体験
時間　10：00～12：00、13：00～15：00
場所　かもだ岬温泉下広場
定員　午前・午後とも小学生以上の方10人
　　　（定員に達し次第締切）
料金　1人4,400円、小学生は1人3,300円
　　　（保険料別途必要)

問  実行委員会事務局　☎33－1232


