
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
不動産の無料相談会

適正な地価形成や地価情報の普及等のため
「不動産鑑定士による不動産の価格に関する
無料相談会」を開催します。
日時　10月12日㈬　10：00～16：00
場所　阿南市商工業振興センター１階
　　　地域産業開発室
問  徳島県不動産鑑定士協会
　 ☎088－623－7244

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　10月16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

消費税インボイス制度等説明会
について

●全事業者対象
　�インボイス制度の概要についての説明と登
録申請相談会
日時　10月20日㈭、11月10日㈭、
　　　12月13日㈫　各日13：30～16：30
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）
●免税事業者対象
　消費税の仕組みから知りたい方向け
日時　10月17日㈪、11月９日㈬、
　　　12月12日㈪　各日14：00～16：00
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）
※ 会場収容人数の都合上、事前予約制としま

すので、事前にお問い合わせ先まで申し込
みをお願いします。

問  阿南税務署　個人課税部門
　 ☎22－0416

「年末調整のしかた」、「源泉徴収税
額表」および「給与所得の源泉徴
収票等の法定調書の作成と提出の
手引」の一律送付の見直しについて

年末調整に関する情報提供について、デジタ
ル化を進めるための取組を行っています。
これまで源泉徴収義務者の皆さまに一律送付
していた標記のパンフレット等に代えてリーフレ
ットを一律送付します。このリーフレットには、年
末調整の手順や法定調書の作成のしかた等
を解説した動画やパンフレット等を掲載した国
税庁ホームページ（年末調整がよくわかるペー
ジ）を案内するとともに、税制改正に関する情
報などをお知らせします。
問  阿南税務署　☎22－0414

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　10月14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

ナカちゃんの新しいレリーフを
設置しました 

平成17年に那賀川に現れたアゴヒゲアザラシ
は、ナカちゃんと呼ばれ、愛らしい姿に、大勢
の見物人が訪れました。
この度、ナカちゃんのレリーフが劣化したため、
新たなレリーフを那賀川河川敷に設置しまし
た。このレリーフをきっかけに、ナカちゃんが市
民の皆さまに永遠に語り継がれる存在になる
ことを期待します。
問  ナカちゃん愛好会

阿南市シルバー人材センター
あなたもシルバー人材センターに

入会しませんか！  
会員になれる方　
市内在住、60歳以上の
健康で自ら進んで働く意
欲と体力 ･ 能力をお持
ちの方
入会説明会日程
10月４日㈫、18日㈫、
11月１日㈫、15日㈫、
12月６日㈫、20日㈫
※ いずれも13：30～センター会議室にて開催

しています。
受注の多いお仕事
庭木の剪定、除草 ( 草抜き･ 草刈り)、農作
業、障子･襖の張替えなどを多く受注していま
す。このようなお仕事ができる方のご入会をお
待ちしています。
問  阿南市シルバー人材センター　
　 ☎23－2630
　 富岡町トノ町1番地7（阿南警察署東隣り）

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

阿南市内の例会・相談会
日程　▶10月12日㈬　18：30～20：00
　　　　羽ノ浦公民館
　　　▶10月14日㈮　18：00～20：00
　　　　ひまわり会館
　　　▶10月28日㈮　18：00～20：00
　　　　ひまわり会館
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　
　 ☎088－641－0737

シニア世代の再就職に関する
相談窓口 

毎月1回、「ハローワーク阿南」に特設窓口を設
け、シニア世代の再就職や就業に向けた面接
相談を行っています。
日時　10月20日㈭、11月17日㈭、
　　　12月15日㈭　10：30～15：00
　　　（相談時間は30分程度）
場所　ハローワーク阿南
対象　55歳以上の求職者
参加費　無料
※事前に予約が必要です。
※ 新型コロナウイルス感染症対策等のため、開

催できない場合もあります。
問  徳島県生涯現役促進地域連携事業推進

協議会　事務局　
　 ☎088－676－4421

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
さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子ど
もたちがいます。子どもたちを迎え入れ、温か
い愛情と正しい理解でその成長をサポートす
る人が「里親」です。

「里親」は、児童福祉法で規定されている制度
です。里親というと特別な方というイメージを
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　お気軽にお問い合わせください。
● 中央こども女性相談センター
　 ☎088－622－2205
● 南部こども女性相談センター
　 ☎22－7130　
● 西部こども女性相談センター
　 ☎0883－53－3110
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遺言・相続・成年後見制度
無料相談会 

日時　10月8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

募　集
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

サンアリーナ温水プール
こども講座受講生募集 

10月からの新規受講生を募集します。
募集対象　 2022年４月から就学前年中～
　　　　　中学生の方
募集クラス
▶年中～年長　
　　水、金曜日　 14：50～15：40
▶年中～小学生　
　　火、木曜日　 16：00～16：50
▶年長～小学生　
　　水、金曜日　 16：00～16：50
▶小学生～中学生　
　　火～金曜日　17：30～18：20
▶小学生～中学生　
　　火、木曜日　 18：30～19：20
参加費　月4回　4,400円
　　　　月8回　6,600円
申込方法　 サンアリーナ温水プール受付にて

受付を行います。各クラスにより募
集定員が異なります。土、日曜日ク
ラスはキャンセル待ちとなります。

受付時間　11：00～17：30（月曜日は休館）
問  サンアリーナ温水プール
　 ☎22－8733

着付け短期講座受講生募集
日時　 10月12日㈬～令和5年2月22日㈬ま

での第2、第4水曜日（全10回）
　　　19：00～21：00
場所　那賀川社会福祉会館
　　　（那賀川町苅屋357番地1）
定員　15人（先着順）
参加費　無料
対象　 市内に在住または市内の事業所に勤

務している方（学生を除く）
講師　杉野寿子さん
持参物　 着物、長襦袢、帯、腰ひもほか
　　　　（詳しくは受付時に説明します。）
申込締切日　10月7日㈮
問  那賀川社会福祉会館　☎42－3319
　 ※ 受付は火～金曜日　14：00～20：00
　 　（月曜日、祝日は休館）

初級短期英会話②受講生募集
英会話が初めての方や興味のある方の参加を
お待ちしています。阿南市ALT（外国語指導助
手）の先生から優しく、丁寧に教えていただけ
ます。
日時　 10月20日㈭～12月1日㈭までの毎週

木曜日（全6回）　19：30～20：45
場所　那賀川社会福祉会館
　　　（那賀川町苅屋357番地1）
定員　15人（先着順）
参加費　無料
対象　 市内に在住または市内の事業所に勤

務している方（学生を除く）
講師　ヘイブンさん（ALT）
申込締切日　10月14日㈮
問  那賀川社会福祉会館　☎42－3319
　 ※受付は火～金曜日　14：00～20：00
　　 （月曜日、祝日は休館）

とくしま林業アカデミー
令和５年度 第８期生募集 

１年間の研修により、林業の現場で即戦力とな
る知識・技術を習得できます。入学金・研修費
用無料。第１期～５期生の林業就業率100
％。条件を満たせば「緑の青年就業準備給
付金」年間最大155万円が給付されます。
募集期間　令和５年１月27日㈮
募集人員　30人程度
試験日　【第2回】12月４日㈰
　　　　【第3回】令和５年２月５日㈰
※ 合格者が定員に達した場合、それ以降の試

験は実施しない場合があります。
問  （公社）徳島森林づくり推進機構 
　 技術支援課　☎088－635－7812
　 ※8：30～17：15（土、日、祝日を除く）

県立南部テクノスクール
受講生募集 

訓練科　IT技能科２
内容　ワード、エクセル、パワーポイント等
定員　 15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ることができる人
訓練期間　11月25日㈮～
　　　　　令和５年２月24日㈮
　　　　　※ 原則土、日、祝日、年末年始
　　　　　　（12月29日～１月３日）は休校
訓練時間　9：00～15：50
訓練場所　四国進学会阿南校
　　　　　（富岡町今福寺３番１）
受講料　無料　
　　　　※ テキスト代8,910円（税込）程度は

自己負担
申込期間　10月５日㈬～11月４日㈮
申込先　 居住地を所管する公共職業安定所

へ
問  公共職業安定所または南部テクノスクール
　 ☎26－0250

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　☎49－4077

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　
▶10月６日㈭　10：00～11：30
▶10月９日㈰　14：00～15：30
▶11月13日㈰　14：00～15：30
▶11月24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
※毎月行っています。
※ 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

公式
ホームページ

YouTube
公式チャンネル
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あなんで映画をみよう会
秋例会「梅切らぬバカ」

都会の古民家
で寄り添って暮
らす母と息子。
自閉症を抱え
る息 子が、社
会の中で生き
ていく様を温か
く誠実に描き出
します。

日時
　10月23日㈰
　①10：30～11：47
　②13：00～14：17
　③15：00～16：17
　（３回上映）
場所　コスモホール（情報文化センター）
出演　加賀まりこ、塚地武雅ほか
監督　和島香太郎
入場料

前売り 当日
一般・大学生・専門学校生 1,000円 1,300円60歳以上 1,100円
6〜18歳および
障がいのある方 − 500円

会員 − 800円

チ�ケット販売場所　文化会館、情報文化セン
ター、平惣書店、中富書店、アピカ、フジグラ
ン

問  あなんで映画をみよう会
　 ☎090－2788－5465

アレクサンダー・ガジェヴ
ピアノリサイタル 

2021年ショパン国際コンクール２位、ソナタ最
優秀演奏賞を合わせて受賞。若い世代におけ
る世界のトップを走り続けている。
日時　11月17日㈭　19：00開演
場所　夢ホール（文化会館）
演奏曲　 ショパン／ピアノソナタ第２番「葬送」、

シューマン／幻想曲ハ長調　ほか
チケット（全席指定）
　▶A席　一般4,500円、小中高生2,000円
　▶B席　一般4,000円、小中高生1,500円
　※当日は各500円増し
　※未就学児は入場いただけません。
チ�ケット販売場所　文化会館、情報文化セン

ター、平惣書店、黒崎楽器店
問  NPO法人夢ホール市民協議会
　 夢つくりあなん　☎23－5599

第46回「春日野まつり」
日時　10月９日㈰　13：00～20：00
　　　※雨天時一部中止あり
場所　 春日野体育館、春日野グラウンド周辺

（羽ノ浦町）
催し　 13：00～パットライス無料配布、「あめ

ご」つかみ取り、子どもさんとお年寄りの
輪投げ、玉入れ、踊り（羽ノ浦音頭な
ど）、ジャム缶（地元メンバー）によるコン
サートなど。夜店も出ます。もち投げは
中止します。本年は進行が早くなります。
あななん、すだちくんも来るヨ～。

問  春日野まつり実行委員会
　 多田　☎090－7781－8302

阿南高専公開講座
●３次元CAD/CAM/CAE実践講座
新型コロナ感染拡大のため日程等を変更しま
した。とくしまリカレント教育推進事業として、
Fusion360を用いた実践的三次元モデリン
グ・構造解析などの実践講座を3回に分けて
開講します。　
開催日　
①3D－CADモデリング（実習）
　11月12日㈯
②構造解析（実習）　11月19日㈯
③ CAM、CNC（実習）、カーボンファイバー3D

プリンタ造形（見学）　11月26日㈯
※ 第１～２回目（11月12日、19日）は対面また

はオンライン（選択可）にて開催します。オン
ラインの場合はFusion操作用PCとZoom
会議用PCの2台を準備していただく必要が
あります。

　 第３回目（11月26日）は対面にて開催しま
す。
時間　13：00～17：00
場所　阿南高専
対象　一般の方
定員　各回10人
※ 受講希望者が定員を超え
　た場合は抽選になります。
受講料　各回1,000円
申込締切日　11月2日㈬

●技能検定　機械検査3級　対策講座
技能検定の合格をめざし、製作等作業試験に
ついて対策講座を行うとともに、学科試験につ
いての勉強方法も紹介します。
日時　12月10日㈯　9：00～13：00
場所　阿南高専
対象　高校生以上の学生、一般の方
受講料　5,400円
申込締切日　11月18日㈮
※ 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次元コードをご覧く
ださい。

問  阿南工業高等専門学校
　 総務課総務係　☎23－7215

阿南ファミリー・
サポート・
センター

●つくるんday「焼き肉のタレをつくろう！」
日時　10月21日㈮　13:30～15:00
場所　ひまわり会館
参加費　500円
持参物　エプロン、三角巾
定員　10人（先着順）　※要申込

●あなんっこあつまれ！ハロウィン交流会
合言葉は「Trick or Treat」。阿南駅周辺のお
店を回ってお菓子をもらってこよう！
日時　10月31日㈪　10：00～12：00
場所　阿南ファミリー・サポート・センター
参加費　200円（ハロウィンバケツつき）
定員　20組（先着順）　※要申込

問  阿南ファミリー・サポート・センター
　 ☎24－5550

阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター
11月のイベント 

●ハワイアンダンス教室
日時　11月5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

●ドローン体験会
日時　11月12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

●�親子で体験！海辺のまなびや
　（ニボシを解剖し、海の食物連鎖を探ろう）
日時　11月13日㈰　13：00～15：30
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
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

●紅茶教室
日時　11月20日㈰　10：00～12：00
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　 株式会社ティーパーティー
　　　前川達哉さん 

問  スポーツ振興課　☎22－3394

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。

12月号の締め切りは10月28日㈮です。メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

イベント
徳島航空基地　一般公開

海上自衛隊徳島航空基地開隊64周年および
陸上自衛隊北徳島分屯地開設13周年を記
念し、徳島航空基地一般公開を開催します。
日時　10月1日㈯　9：00～15：00
場所　海上自衛隊　徳島航空基地
　　　（松茂町住吉字住吉開拓38番地）
イベント（予定）　 航空機飛行展示、航空機地

上展示、その他各種イベント
※ 詳しくは、徳島教育航空群ホームページ、

SNS等で随時お知らせします。
問  海上自衛隊徳島教育航空群司令部
　 広報室　☎088－699－5111
　 （内線3234）
　 https://www.mod.go.jp/msdf/tokusima/

【要事前申込】
ダム・水力発電所見学会

那賀町にあるダムや水力発電所の見学会を月
１回開催。10月は５つの施設から選択可能。
希望の施設、時間を選んで電話にてお申し込
みください。現地集合、現地解散です。予約が
無い場合は見学できません。
開催日　10月23日㈰
　　　　（所要時間30分程度）
対象施設　 川口ダム、長安口ダム、小見野々

ダム、蔭平発電所
時間
▶川口ダム
　①10：00～　②11：30～　③13：00～
　④14：30～ の1日4回
▶長安口ダム、小見野 ダ々ム、蔭平発電所
　①10：00～　②11：30～ の1日2回
申込締切日　10月13日㈭　16：00
定員　各施設各回10人(先着順)
申込方法　 川口ダム自然エネルギーミュージア

ムに電話でお申し込みください。
参加費　無料
※悪天候時は中止となる場合があります。
※ 中学生以下のお子さまは必ず保護者の方

が同伴してください。

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
　 https://kre-museum.jp/_news/4700/
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

「第18回AnanYEG　縁♡会
-ENKAI-」 参加者募集 

阿南商工会議所青年部が主体となり、独身男
女が懇談しながらお互いの親睦を深める場を
企画しました。ぜひ、ご参加ください。
日時　11月６日㈰　13：00～17：00
場所　 CAFEandBAR NuuN（富岡町今福寺

49番地10ミラビル1階）
参加費　3,000円
対象者　 阿南市へ定住することに興味のある

独身で25歳～39歳の男女
定員　男女各15人（応募多数の場合は抽選）
申込締切日　10月11日㈫
申込方法　２次元コードを読
み込み、必要事項を入力して
ください。

問  阿南商工会議所青年部事務局
　 羽田　☎22－2301

「四国の右下」ロードライド２０２２
サイクルロゲイニング

サイクリングイベントの
走行車両にご注意ください 

県南を舞台に、豊かな自然や魅力ある食、観
光地等を自転車で巡るサイクリングイベント

「『四国の右下』ロードライド2022サイクルロゲ
イニング」を開催します。たくさんのご参加をお
待ちしています。
なお、大会運営にあたり、交通安全には十分
注意して行いますが、大会期間中に道路を通
行される場合は、参加車両に十分ご注意くだ
さい。皆さまの温かいご声援をよろしくお願い
します。
日時　11月12日㈯、13日㈰　９：30～15：30 
参加予定人数　各日約100人
主催　 徳島県、阿南市、那賀町、牟岐町、美

波町、海陽町、「四国の右下」ロードラ
イドイベント実行委員会

コース
▶12日㈯　牟岐町、美波町、海陽町コース
▶13日㈰　阿南市、那賀町コース
※本大会はタイムを競うレースではありません。
問 「四国の右下」ロードライドイベント実行委
　  員会事務局（徳島県南部総合県民局地

域創生防災部（美波）内）
　 ☎0884－74－7356
◆大会概要・参加申込はこちら
　 スポーツエントリー
　「四国の右下」ロードライド2022
　https://www.sportsentry.
　ne.jp/event/t/88226

ホームページ Twitter

あなん健康増進ロードを歩こう
（約10㎞）  

開催日　10月15日㈯　※当日受付
日程　 ９：30夢ホールに集合～牛岐城趾公園

～桑野川土手～アピカ～信金支店～
サンアリーナ～聖母幼稚園～12：30頃
阿南駅で解散予定

　　　※昼食時間は、設けません。
参加費　300円
※駐車場所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

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22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

杜のホスピタル文化活動 
●�「講演：言葉と音とともに歩んだ10年」
日時　10月１日㈯　14：00開演
　　　（受付13：30～13：55）
※受付終了後の入場はご遠慮いただきます。
場所　杜のホスピタル５階　杜のホール
定員　30人（完全予約制）
電話予約受付時間　9：00～17：00
　　　　　　　　　（土、日、祝日を除く）
出演　高橋久美子さん
紹介　作家・詩人・作詞家。チャットモンチー
での音楽活動を経て2012年から文筆家として
活動。詩、小説、エッセイ、絵本の翻訳のほか、
原田知世、大原櫻子、ももいろクローバーZ、
前川清などアーティストへの歌詞提供も多数。
また詩の朗読を各地で行う。
※入場無料

●�「もりのマルシェ�～より暮らしやすい
　�街づくり～」
日時　10月15日㈯　10：00～15：00
場所　杜のホスピタル　庭
内容　�見能林小学校ブラスバンド部（オープニ

ング）、和太鼓（野中輝博さん）、篠笛
（朱鷺たたらさん）、奴連（フィナーレ）

※出店予定あり
※駐車場に限りがあります。

問  杜のホスピタル　リハビリテーション部
　 ☎22－0218
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