
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
献血にご協力ください（９月）

実施日 採血場所 住  所 採血時間

６日㈫ 株式会社
シャイネックス 大潟町 9：40～10：50

23日㈷ キョーエイ
羽ノ浦店 羽ノ浦町 13：30～16：00

※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

あなた自身が作成された遺言書を
法務局が保管します

（自筆証書遺言書保管制度）
法務局では、自筆の遺言書を保管するサービ
スを行っています。法務局に遺言書を預けてい
ただくことにより、大切な遺言書の紛失や改ざ
んを防止することができます。大切な財産をご
家族等に確実に託す方法の一つとして、本制
度をご利用ください。
保管申請手数料は3,900円です。家庭裁判
所での検認が不要となります。手続きには予約
が必要です。
遺言書保管申請の方法
については、徳島地方
法務局ホームページをご
確認いただくか、徳島地
方法務局阿南支局まで
お問い合わせください。

問  徳島地方法務局阿南支局
　 ☎22－0410

「初期費用ゼロ」で
太陽光発電等の導入が可能な
「PPA制度」をご存じですか

徳島県では「2050年カーボンニュートラル」の
実現に向け、「自家消費型」の太陽光発電設
備の導入を推進しており、「初期費用ゼロ」で
設備を導入できる「PPA 制度」をご紹介しま
す。
●PPA制度とは
事業者が、電力需要家（企業、公共施設、住
宅等）の屋根や駐車場に基本的に無償で発
電設備の設置と保守を行い、電力需要家は
事業者に電気使用料を支払うものです。
●導入のメリット
① CO₂排出量の削減による「地球環境への貢

献」
②災害等などの停電時にも電気が使える
③電力会社に支払う「電気料金の削減」
　など
問  徳島県グリーン社会推進課
　 ☎088－621－2209

募　集
ボッチャ体験会　参加者募集

お一人さま、グループ、ファミリーなど、子どもか
ら大人まで、どなたでもご参加ください。
日程　毎週日曜日　9：30～11：30
場所　長生小学校　体育館
持参物　タオル、飲み物、体育館シューズ
問  総合型地域スポーツクラブはーぷな長生
　 秋本　☎090－3460－3409

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会 

日時　9月10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　9月17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

トライアル介護職員募集 

住み慣れた地域の介護施設で働いてみ
ませんか。まずは2カ月間のトライアル雇
用からスタート！

介護施設において、介護業務等を行う職員を
募集します。短時間勤務・無資格・未経験で
も可。
対象　原則60歳未満の方
トライア�ル期間　雇用開始日から2カ月間
　　　（施設と相談後、継続雇用あり）
時給　 850円～1,000円（期間終了後継続

雇用となった場合、各施設の賃金体系
に基づき支給）

阿南市内の対象施設
　特別養護老人ホーム　ヴィラ羽ノ浦
　（羽ノ浦町岩脇上平69番地）
　☎21－8181
※ 参加方法等詳しくは、徳島県社会福祉協

議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  徳島県社会福祉協議会
　 ☎088－625－2040

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　9月9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

イベント
阿南ファミリー・
サポート・
センター
●ウエルカム
阿南交流会
転入者のための交流会です。お友だち作りや
地域の情報交換など、保健師さんも来てくれて
計測や相談に応じてくれます。妊婦さんも歓
迎！
日時　9月28日㈬　10：00～11：30
場所　ひまわり会館1階　すこやかルーム
参加費　無料
※申込不要
問  阿南ファミリー・サポート・センター
　 ☎24－5550

「出張労働相談会（南部）」を開催
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2日㈰　13：00～16：00
　　　　　　　　　（受付12：45～15：30）
場所　ひまわり会館
申込方法　 予約優先。予約は9月30日㈮　

15：00まで電話、メール、電子申
請にて受け付けます。 

相談料　 無料（労働者、経営者いずれの方も
利用できます。）

※ 徳島県労働委員会では、労使間トラブルの
解決のお手伝いをするため、相談やあっせ
ん申請を随時受け付けています。

問  徳島県労働委員会事務局
　 ☎088－621－3234　
　 FAX088－621－2889
　 e-mail:roudouiinkai@pref.tokushima.jp
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鍛冶ヶ峰（標高228m）に登ろう
（約10㎞）

開催日　9月10日㈯　※小雨決行
日程　 9：30夢ホールに集合～市葬祭場～交

差右へ～鍛冶ヶ峰～興隆寺～富岡西
高～15：00頃夢ホール解散予定

※当日受付です。
参加費　300円
※駐車場は、夢ホール周辺で案内します。
問  阿南歩こう会事務局
　 新川　☎22－3188

阿南市おはなしボランティア
ネットワーク勉強会

日時　9月10日㈯　10：10～12：00
場所　那賀川図書館　視聴覚室
内容　 「子どもに伝えたい日本の昔話」をテー
　　　マに絵本などを読み比べる
※ 参加費無料、申込不要。どなたでも参加で

きます。
問  阿南市おはなしボランティアネットワーク
　 佐々木　☎090－8975－4986

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

川口ダム自然エネルギーミュージアム
【要事前申込】

工作教室「ストローコースター」
ストローとアイロンを使って自分だけのコースタ
ーを作ってみよう！
日時　9月19日㈷、23日㈷
　　　①11：00～12：00
　　　②14：00～15：00
場所　那賀町林業ビジネスセンター
材料費　100円
定員　各回6組（1組5人以下）
※申込多数の場合は抽選
申込締切日　9月11日㈰
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
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/

青空市 
日時　 9月2日㈮、9日㈮、16日㈮、23日㈷、

30日㈮　（毎週金曜日）
　　　6：00～10：00
　　　※雨天でも開催しています。
場所　市民会館駐車場
※出店者募集中
問  加藤　☎090－7571－5337

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　9月9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
※練習中は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

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　9月17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

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・例会の見学に
来てみませんか

日程　▶9月9日㈮　18：00～20：00 
　　　　ひまわり会館
　　　▶9月14日㈬　18：30～20：00
　　　　羽ノ浦公民館
　　　▶9月23日㈷　18：00～20：00
　　　　ひまわり会館
※ 県内他会場でも実施しています。個別相談

も受け付けます。お気軽に。
今月のテーマ　断酒の喜び
問  NPO法人徳島県断酒会事務局
　 ☎088－641－0737

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。お子さま向けには
ポップコーンや綿菓子も大好評。広々駐車場
完備しています。
日時　9月18日㈰　9：00～13：00
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

コスモホール室内楽の時間
chamber music Piano trio
～古典からロマンへの系譜～

県出身のピアニスト浅井久視子さん、ヴァイオ
リニスト寺内詩織さん、チェリスト水野由紀さん
をお迎えします。トリオで奏でる音楽の対話を
お楽しみください。
日時　9月17日㈯　14：00～
場所　コスモホール（情報文化センター）
入場料　前売り2,000円、当日2,500円
※未就学児はご入場いただけません。
チケット販売場所
情報文化センター、文化会館、徳島新聞社事
業部（各販売店で取次ぎ）、平惣（徳島店、田
宮店、小松島店、羽ノ浦店、阿南センター店）
問  情報文化センター　☎44－5000
　 または　徳島新聞社事業部
　 ☎088－655－7331

サンアリーナ温水プール特別講座
こども短期水泳教室4日間

残暑がまだまだ残る9月！
プールで思いっきり泳ごう!!
短期教室に参加して水慣れ・泳力の向上をめ
ざそう！受講生は進級基準の項目を集中的に
練習します。
日時　9月17日㈯、18日㈰、24日㈯、25日㈰
　　　（4日間）　8：50～9：40（50分）
場所　サンアリーナ温水プール
対象　就学前年中～小学６年生　
定員　40人（申込多数の場合は抽選）
参加費　4,400円
申込方法　 9月9日㈮までにプールの受付にて

申込用紙を記入してください。当
選者にのみ9月10日㈯～11日㈰
に電話連絡します。

申込受付時間　平日12：00～19：00
　　　　　　　土、日曜日11：00～17：00
問  スポーツ総合センター　☎22－8733

21���広報 あなん  2022.09 広報 あなん  2022.09���20

徳島地方法務局
ホームページ

詳しくは
こちらから

徳島県社会
福祉協議会

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。

11月号の締め切りは９月30日㈮です。メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp


