
市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

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　12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

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
お酒に関する例会・相談会 

日程　▶12月9日㈮　18：00～20：00
　　　　ひまわり会館
　　　▶12月14日㈬　18：30～20：00
　　　　羽ノ浦公民館 
　　　▶12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。
今月のテーマ　「断酒の危機」
問  NPO法人徳島県断酒会事務局
　 ☎088－641－0737

阿南・阿波運転免許センターで
学科試験を実施しています  

試験日　毎週月曜日　
受付時間　8：30～9：00
対象　 徳島県内の指定自動車教習所を卒業

し、普通免許の学科試験を受験する方
予約方法
　　　　事前のネット予約が
　　　　必要です。
　　　　予約人数には
　　　　限りがあります。

徳島県内の指定自動車教習所（普通）を卒業
（卒業証明書が必要）
→受験日を確認し、事前予約（ネット予約）
→普通免許学科試験の受付（8：30～9：00）
→ 学科試験を受験（適性試験あり、技能試験

免除）
→【合格】運転免許証を交付
注意　 阿南・阿波運転免許センターで月曜日

の午前に実施していた「優良講習」を
「学科試験」に変更します。

問  松茂運転免許センター
　 ☎088－699－0110
　 阿南運転免許センター
　 ☎22－3110
　 阿波運転免許センター
　 ☎0883－35－5110
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着物の収集ボックスを
設置します  

阿南市消費者協
会着物のリメイク
部では、ごみの削
減や資源の再利
用をめざして着物
のリメイクに取り組
んでいます。着なく
なってしまった着物、帯、帯揚げ等をおゆずりく
ださい。
期間　12月1日㈭～28日㈬
場所　市役所2階　中央階段の下
　　　高層棟側のエレベーターを降りて左
問  阿南市消費者協会　着物のリメイク部
　 吉田　☎090－7780－0028

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　12月17日㈯　13：30～16：00
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

年末年始無災害運動
12月1日～令和５年１月31日  

年末年始は、何かとあわただしく、通常作業に
加え災害が発生しやすい非定常作業等も増え
ることから、安全衛生活動を一層推進するた
め、年末年始無災害運動を下記により取り組
みましょう。
① 経営トップの参加の下に職場の安全衛生パ

トロールを実施するなど、職場内における安
全衛生活動の総点検を実施すること

② 事故の型別で多数発生している「転倒」 「は
さまれ・巻き込まれ」「墜落・転落」災害防止
対策を徹底すること

③ 不安全行動による災害を防止するため、危
険軽視の行動を見逃さない職場風土づくり
を推進すること

④「 危険予知活動」、「ヒヤリハット運動」、「ひ
と声かけあい運動」等の安全衛生活動を
積極的に実施すること

⑤ 機械設備に係る一斉検査および作業前点
検を実施すること

⑥ 年末時期の大掃除等を契機とした5Sを徹
底すること

⑦ 年始時期の作業再開時の安全確認を徹底
すること

⑧ 冬季特有のスリップ事故等の交通労働災害
防止対策を推進すること

⑨ 火気の点検、確認など火気管理を徹底する
こと

⑩ 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ
等の感染症拡大防止対策を徹底すること

問  阿南労働基準監督署　☎22－0890

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

23日㈮
㈱岡部機械工業 才見町 13：00～14：00

阿南医療センター 宝田町 15：00～16：30

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。
※一般の方のご協力もよろしくお願いします。
問  徳島県赤十字血液センター
　 ☎088－631－3200

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
●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　12月13日㈫、令和5年1月16日㈪、
　　　2月9日㈭、3月22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　12月12日㈪、令和5年1月17日㈫、
　　　2月7日㈫、3月24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）
※ 事前予約制としますので、阿南税務署まで

お申し込みください。
問  12月開催分
　 阿南税務署　個人課税部門
　 ☎22－0416
　 1月～3月開催分
　 阿南税務署　法人課税部門
　 ☎22－0417

令和4年10月1日
「労働者協同組合法」が

施行されました   
この法律は、多様な働き方を実現しつつ、地域
の課題に取り組む新しい法人制度「労働者協
同組合」の創設について定めたものです。
組合の事業分野は、介護、子育て、地域づくり
関連など幅広い分野が想定されています。
県では、以下の通り協同組合設立に向けたア
ドバイスやご質問に答える相談窓口を設置して
います。
ご関心のある方、団体はお気軽にご相談くだ
さい。
問  とくしま協同労働サポート
　 【運営団体】
　 特定非営利活動法人「ワーカーズコープ」
　 ☎080－6310－3392
　 問い合わせフォーム
　 https://bit.ly/3CRg6mN
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サンタラン参加者募集！
日時　12月24日㈯　10：00～12：00（予定）
集合場所　皇子神社前
※�X’masにちなんだ仮装をして集合してくださ
い。走る側にも見る側にも楽しんで頂くこと
が目的。ベストドレッサー賞あり！

対象　ゆっくりですが10kmくらい走れる方
参加費　無料　※申込不要
問��Go�Go�Sup�＆�CAFE
　�篠原　☎22－1276

青空市
日時　12月2日㈮、9日㈮、16日㈮、23日㈮
　　　（毎週金曜日）
　　　年末市　30日㈮　
　　　初売り　令和5年1月6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

阿南市トライアル・サウンディング
事業　12月実施予定のお知らせ 

●ドレミピアノスクール
日時　12月２日㈮、11日㈰
場所　阿南市役所１階　多目的スペース
内容　�ピアノを通じた脳トレや、キッズのため

の知育レッスン
実施者　ドレミピアノスクール
●「たけ丸情報ナビ」公開収録！！
　 withたけまるしぇ
日時　12月４日㈰　11：00～16：00
場所　阿南市役所１階
内容　番組公開収録およびマルシェの実施
実施者　ケーブルテレビあなん
●エシカルクラブによる「服活」
期間　12月９日㈮から23日㈮まで
場所　阿南市役所２階　市民交流ロビー
内容　生徒らによる衣服の回収や譲渡
実施者　那賀高校
●つくしんぼクラブのこども食堂inX’mas
　ＮＡＮＡマルシェ
日時　12月17日㈯　①11：00～�②14：00～
場所　阿南市役所１階　多目的スペース
内容　クリスマスイベント、100人分の物資提供
申込　物資提供は事前申込が
　　　必要です。
実施者　つくしんぼクラブ
●しめ縄ワークショップおよびお米の販売
日時　12月22日㈭、25日㈰　10：00～
場所　阿南市役所１階　喫茶スペース
内容　稲わらを使用したしめ縄づくり体験
実施者　日和ファーム
●美味しく竹林整備を進める講習会
日時　12月25日㈰　10：00～
場所　阿南市役所１階　多目的スペース
内容　メンマの作り方講習会
実施者　におメンマ
問��行革デジタル戦略課　☎24－8024

かもだフリマルシェ第５回開催 
日時　12月4日㈰　10：00～14：00
　　　※少雨決行
場所　船瀬海岸公園
内容　�フリーマーケット・物販、

テイクアウトを基本とする
飲食、体験(ハンドメイ
ド、コーヒー、あげタコ、サザエ)

出店者募集
募集出店数・料金
①自動車ブース6店舗(1区画：6ｍ×4ｍ)・　
　500円
②手荷物ブース20店舗(2m×2ｍ)・200円
※�上記出店数に達するまで申し込みを当日ま
で受け付けます。
問��かもだマルシェ実行委員会事務局
　�☎・FAX33‐1232
　�e-mail:tubaki@kominkan-anan.jp

NPO法人夢ホール市民協議会
夢つくりあなん　イベント情報

●カホンワークショップ
段ボールカホンキットを使い、組み立てて演奏
の練習をします。午後の「ホワイエコンサート」
で一緒に演奏を披露していただきます。
日時　12月10日㈯　10：00～11：00
場所　文化会館　研修室
講師　田邉勇樹さん
参加費
▶�3,500円（段ボール
キット、コンサートチ
ケット込み）
▶�1,500円（カホン持
参の場合、コンサー
トチケットを含む）

対象　小学生以上の方
定員　20人　※要申込
●ホワイエコンサート38　カホン
日時　12月10日㈯　14：00～
場所　文化会館　ホワイエ（ロビー）
出演　田邉勇樹（カホン）、
　　　木田寿味（ヴァイオリン）
入場料　�500円、2人以上の仲良しチケットは

1人400円
●第20回夢ホールコンサート
大学等で音楽を専攻
し卒業された方を中
心に公募して開催す
る演奏会。ピアノソロ
や連弾、弦楽器、管
楽器アンサンブルなど
10組が出演します。
来場者による投票で
「オーディエンス賞」を選考します。受賞者や翌
年6月開催の「ロレアコンサート」に出演。
日時　12月18日㈰　14：00～
場所　夢ホール（文化会館）
入場料　500円　※小中高生無料

問��NPO法人夢ホール市民協議会
　�夢つくりあなん　☎23－5599

徳島ワンデーウオーク
「立江寺・恩山寺」　参加者募集 �

土佐街道の峠道や義経が通った山道を歩い
て、立江寺・恩山寺を訪ねましょう。
開催日　12月18日㈰　※警報時以外実施
集合　9：30　羽ノ浦支所駐車場
▶Aコース（6km）
　羽ノ浦支所ー阿千田峠（土佐街道）－
　立江寺ーJR立江駅解散
▶Bコース（12km）
　�羽ノ浦支所ー阿千田峠（土佐街道）－立江
寺ー立江寺道ー恩山寺ーJR南小松島駅
解散

参加費　600円（会員300円）
持参物　�飲み物、健康保険証、雨具、弁当（B

コースのみ）
問�NPO法人徳島県ウオーキング協会
　�株木　☎090－7145－2369

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　12月18日㈰　10：00～14：00
場所　淡島海岸横亀崎漁港
マルシェ会場内でフリーマーケットを開催しま
す！出店者を先着12人で募集します！出店の
ご応募は実行委員会への電話にてお願いしま
す。※出店料として500円頂きます。
問��あわしまマルシェ実行委員会
　�篠原　☎090－6284－1955

阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター
１月のイベント

●ハワイアンダンス教室
日時　令和5年1月7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
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　令和5年1月21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
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
　（冬のプランクトンを観察しよう）
日時　令和5年1月29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
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
〈共通事項〉
申込方法　電話での申し込み（先着順）
問��スポーツ振興課　☎22－3394
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募　集
多様な人材活躍支援事業

徳島県内就職希望の求職者の方に向けて、ス
キルアップのための講習会を実施します。Web
またはお電話からお申し込みください。

①女性のためのスキルアップ講習会
　（託児所完備）
▶�ライフプランに役立つ！ファイナンシャルプラ
ンナー入門

　日時　12月7日㈬　10：00～16：00
▶仕事に活かせるExcel講座
　日時　令和5年2月1日㈬
　　　　10：00～16：00

　　　　　　Web申込み→

②シニアのためのスキルアップ講習会
▶Wordの基本講座
　日時　12月8日㈭　10：00～16：00
▶Excelの基本講座
　日時　令和5年2月2日㈭
　　　　10：00～16：00

　　　　　　Web申込み→

受講料　無料
対象　徳島県内就職希望の求職者
場所　徳島市寺島本町東3丁目12番地7
　　　マスダビル2階

問��多様な人材活躍支援事業
　�受託事業者　㈱穴吹カレッジサービス
　�☎088－653－3179

徳島県立農業大学校で学ぼう！
令和5年度の入学生募集‼

既卒者の方も歓迎‼ 
徳島農大では、2年間で農業技術や農業ビジ
ネスが学べます。2年間の栽培実習や加工販
売実習を通して実践力が身につきます。さらに
トラクター運転やドローン操作等、各種資格取
得も可能です。卒業後は、自営就農の他、農
業法人・一般企業・公務員などに就職し、活
躍しています。
一般入学試験　
　願書受付　12月20日㈫～
　　　　　　令和5年1月5日㈭
　試験日程　令和5年1月12日㈭
　試験内容　�筆記試験（国語・一般教養）、

口述試験
卒業時の資格　専門士（農業専門課程）
2年間の必要経費　�43万円程度
　　　　　　　　�（入学金、授業料ほか）

※受験資格、提出書類など
　詳しくはこちら→

問��徳島県立農林水産総合技術支援センター
　�農業大学校　☎088－674－1026

エクササイズ講座受講生募集
運動不足の方、体幹を鍛えたい方、そして体脂
肪率が気になる方、音楽に合わせて一緒に楽
しく運動してみませんか。
日程　令和5年1月～3月の第2、第4日曜日
　　　（全6回）　10：00～11：30
場所　那賀川社会福祉会館
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（学生は除く）
講師　田村英輝さん（トレーナー）
申込締切日　12月23日㈮
問�那賀川社会福祉会館　☎42ー3319
　�※火～金曜日14：00～20：00
　�　（月曜日、祝日は休館）

スポンジテニス会員募集
スポンジのボールを使用し、バドミントンコート
でテニスのルールで行う子どもから高齢者の方
まで楽しむことができるスポーツです。
阿南市シルバー人材センターでは公益社団法
人として地域住民の方の健康増進事業として
取り組んでいます。
お試し参加も大歓迎!!　貸し出しラケットがあ
りますので事前に連絡してください。
練習日　火曜日　14：00～2時間
　　　　（定期的に練習しています。）
場所　津乃峰B＆G体育館
参加費　1回300円（初回無料）

※活動状況等
　Webページで
　確認してください。

問��阿南市シルバー人材センター
　�☎080－4035－2630

冬休みバウンドテニス教室
参加者募集 

日時　令和5年1月5日㈭、6日㈮
　　　10：00～12：00（受付9：45～）
場所　スポーツ総合センター
　　　（サンアリーナ）
対象　小学生以上、大人の方も大歓迎
　　　（2日間とも参加できる方）
　　　※小学3年生以下は保護者同伴
定員　20人程度（先着順）
参加費　300円（2日間分、保険料込み）
持参物　体育館シューズ、飲み物、タオル
申込方法　�ファクス、電話またはショートメール

で氏名、年齢（学年）、電話番号
をお知らせください。

申込締切日　12月25日㈰
問��阿南市バウンドテニス協会
　�FAX49－1785
　�☎080－6389－4329（戸井）
　�☎090－4786－6792（西田）

ANAN SONGS JOY MATE 
（略称　アンソン）へのお誘い

練習日　毎月第3土曜日　13：30～14：30
　　　　※次回12月17日㈯
場所　那賀川社会福祉会館3階
対象　�歌の好きな方、楽器（ギター・ハーモニ

カなど）のできる方
会費　500円（会場費等）
指導者　吉見隆史（阿南合唱団指揮者）
責任者　増田則代（阿南合唱団団員）
※マスク着用、飲み物を持参ください。
問��ANAN�SONGS�JOY�MATE
　�増田　☎090－4787－3097

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

イベント
アロマクラフト作り

〜植物の力で心も身体も元気に〜

アロマスプレー、アロマオ
イル、ロールコロン、宝石
石鹸など、さまざまなアロ
マクラフト作りを行います。
日時　12月15日㈭　13：00～
　　　（日時変更の月もあり）
場所　M'sパンダ工房
　　　（羽ノ浦町古庄中川原25番地13）
定員　5～6人
参加費　1,000～2,000円（内容により）
問��M'sパンダ工房　☎090－5912－3294

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　12月4日㈰　14：00～15：30
　　　12月16日㈮　18：00～19：30
　　　　　　　　　�（女性限定）
　　　12月22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




