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「四国の右下」ロードライド
2022サイクルロゲイニング開催
「四国の右下」ロードライドイベント実行委員会

☎ 0884-74-7356

　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」
を下記のとおり開催します。た
くさんのご参加をお待ちしてお
ります。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。皆様の温かいご声援をよろしくお願いします。

i

●日時　　：11 月 12 日（土）、13 日（日）
　　　　　　9:30 ～ 15:30 
●参加人数：各日約 100 名（予定）
●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
●大会詳細： 大会概要・参加申込は右記

QR コードからご覧くださ
い。※本大会はタイムを競う
レースではありません。

●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

令和 4年度コミュニティ助成事業
防災備品の整備

役場政策推進課☎ 77-3616

　東由岐防災会では、宝くじによるコミュ
ニティ助成事業（地域防災組織育成助成
事業区分ア）を活用して、防災備品の整
備を行いました。整備した資機材は、防災倉庫に配備し、
防災訓練をはじめ災害後の避難所運営等に役立ててい
きます。

i

トライアル介護職員募集

徳島県社会福祉協議会☎ 088-625-2040

募

●対象者：原則 60 歳未満の方
●期間　：採用後から２ヶ月間
　　　　　（施設と相談後、継続雇用あり）
●時給　： 855 円～ 1,000 円とし、仕事内容により

変動します。（継続雇用となった場合、各
施設の賃金体系に基づき支給します）

　住み慣れた地域の介護施設で働いてみませんか？介
護施設において、介護業務を行う職員を募集します。
短時間勤務・無資格・未経験でも大丈夫
です。詳しくは、徳島県社会福祉協議会
HPをご覧いただくか、お電話にてお問
い合わせください。 徳島県社会福祉

協議会HP

あなたの「声」をお聴きします
「行政相談週間」

役場総務課☎ 77-3611

i

　10 月 17 日（月）～ 23 日（日）
までは「行政相談週間」です。
行政相談週間は、 総務省の 「行政
相談」 を広く皆さんにお知らせ
してお気軽に利用していただくために、総務省が全国
一斉に実施しているものです。「コロナに関する支援
策を知りたい」 、 「道路が傷んでいて危険」 、 「どこに
相談したらよいか分からない」 、 「役所に申請したが、
手続きが進まない」 、 「窓口には行きづらい」 など、お
困りの場合はお気軽にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。

とくしま林業アカデミー
令和５年度第８期生募集
公益社団法人徳島森林づくり推進機構技術支援課

☎ 088-635-7812

募

●募集期間：令和 5 年 1 月 27 日（金）まで
●募集人員：30 名程度
●試験日　：12 月 4 日（日）、令和 5 年 2 月 5 日（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。

　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・研修費用は全て無
料。条件を満たせば「緑の青年就業準備
給付金」年間最大155万円の給付を受け
られます。詳しくは、とくしま林業アカ
デミーHPをご覧ください。

とくしま林業
アカデミーHP

出張！空き家専門相談会

「とくしま回帰」住宅対策総合支援センター
e-mail：soudan@tokushima-akiya.jp

☎ 088-666-3124

　相続問題、税金、土地建物の売買・賃貸契約、リ
フォームなど、空き家に関することでお悩みの方は、
この機会に専門家に相談してみませんか？皆様からの
ご相談を弁護士、建築士、司法書士、税理士、住宅建
物取引士の専門家がお受けします。
●日時　　：11 月 26 日（土）13:00 ～ 17:00
●場所　　：美波町役場 2 階会議室
●相談料　：無料
●申込期限： 11 月 4 日（金）まで
●申込方法： 電話、QR コード、メールの

いずれかでお申込ください。
※ 相談会は、マスク着用・アルコール消毒・検温などの感

染予防対策にご協力ください。また、発熱など風邪のよ
うな症状のある方は参加を見合わせていただきますよう
お願いします。

i 10 月定例教育委員会の日程

●日時：10 月 26 日（水）　9:30 ～
●場所：日和佐公民館 3 階会議室

教育委員会☎ 77-3620

i

農業保険のご案内

徳島県農業共済組合南部支所☎ 0884-21-1050

　農業経営収入保険は農業者ごとの収入減少を総合的
に補填するセーフティネットとして、自然災害や価格
低下、コロナ禍など農業者の経営努力では避けられな
い収入減少が補償の対象です。令和５年保証新規加入
は個人経営の方が12月末、法人の方は決算月が加入
申込締切になっています。
　また、従来の農業共済（水稲・家畜・果樹・園芸施
設（ハウス）共済）も制度が見直され公的保険制度と
して農業経営をサポートします。
　加入要件等ありますので詳しくは徳島県農業共済組
合へお問い合わせください

i

生き方と逝き方の未来設計塾

地域包括支援センター☎ 77-1171

　自分らしい人生を全うするために今できることは何
でしょうか。人生の最終段階をどのように迎えたいで
すか。そのためには何を準備しなければならないので
しょうか。現実と向き合いながら、これからも住み慣
れた家、地域で生活するために今できることは何かを
考えてみませんか。

●講演内容：知ろう認知症（認知症サポーター養成講座）
●講師　　：地域包括支援センター職員
●日時　　：10 月 21 日（金）13:30 ～ 15:30
●場所　　：日和佐公民館 3 階大集会室
●申込　　： 10 月 17 日（月）までに地域包括支援

センターまでご連絡ください。
※ 新型コロナウイルス感染症の状況によって開催を延期ま

たは中止する場合があります。

i

令和４年度ひきこもり
相談会・勉強会のお知らせ

個別相談：徳島県精神保健福祉センター☎ 088-602-8911
家族教室：美波保健所☎ 0884-74-7374

　家族の方が、長い間家族以外の他の人との交流や会
話がなく、自宅にひきこもっているなどでお困りでは
ありませんか？美波保健所では、ひきこもり地域支援
センター「きのぼり」の出張相談（サテライト）を
行っています。また、個別相談の他、全３回の家族教
室も実施します。まずは、家族が知ることが大切で
す。ご参加してみてください。

i

1）個別相談
●日時：毎月第４火曜日　13:00 ～
●場所：徳島県南部総合県民局美波庁舎
●申込： 徳島県精神保健福祉センターへお電話にてお

申込ください。（要予約）
2）家族教室
●日時・内容
　① 10 月 25 日（火）10:30 ～ 12:00
　　　「ひきこもりについて」
　② 11 月 22 日（火）10:30 ～ 12:00
　　　「精神障がい／発達障がいについて」
　③ 12 月 27 日（火）10:30 ～ 12:00
　　　「本人への対応について」
　※ 感染症等の状況によっては日程の変更や中止の可能性

があります。
●場所：徳島県南部総合県民局美波庁舎
●申込： 美波保健所へお電話にてお申込ください。
　　　　（要予約）


