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優良従業員表彰式ご推薦のご案内
阿南商工会議所の要望活動
新型コロナウイルス感染症対策関係情報
市民生活応援プレミアム付き商品券
取扱店舗募集
会員事業所紹介コーナー
「小さな店が輝く時」

企 業を育て地 域を伸ばす！
会報「ニュー阿南」は、会員企業および官公庁、全国主要会議所等に郵送しています。会員以外で購読をご希望の方は阿南商工会議所までご連絡ください。
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令和２年度

優良従業員表彰式 ご推薦の
ご案内

阿南商工会議所の会員事業所に永年にわたり勤務され、社業の発展と社業を通じて地域経済の振興
に尽くされた優秀な従業員の功績を称える「令和２年度優良従業員表彰式」を、下記要領にて挙行い
たします。該当する従業員の方々をご推薦くださいますようご案内申しあげます。
被表彰者の範囲（令和２年10月1日現在）

推薦書提出期限
同封の推薦書を必要枚数コピーまたは、ホームペー
ジからダウンロードしてご記入・押印の上、10月30日
（金）
までに阿南商工会議所業務課へ提出。

以下の範囲で推薦してください。

●勤続10年以上表彰
（主催：阿南市・阿南商工会議所・阿南地方労働基準協会・阿南地区労務改善協会）

①同一事業所に10年以上勤続年数を有する勤務成績優秀な方。
②表彰人員…◆従業員数30名未満の事業所は１名、

被表彰者の選考
各表彰主催団体代表者の協議により決定。本表彰
は１人１回限りとする。

◆30名以上100名未満の事業所は２名以内、
◆100名以上の事業所は３名以内。

事業所負担金

●勤続20年以上表彰（徳島県商工会議所連合会表彰）
①同一事業所に20年以上勤続年数を有する勤務成績優秀な方。

●勤続30年以上表彰（日本商工会議所会頭・阿南商工会議所会頭表彰）

記念品その他の経費の一部として、被表彰者１名
につき事業所負担金をお願いします。
◆10年以上表彰…5,000円
◆20年以上及び30年以上表彰…6,000円

①同一事業所に30年以上勤続年数を有する勤務成績優秀な方。

令和２年度

優良従業員表彰式

（表彰決定後、ご請求させていただきます。
）

日 時：令和３年１月15日
（金） 午前10時〜（予定）
場 所：阿南市文化会館

視聴覚室

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により、表彰式の延期・中止の可能性があります。

お問い合わせ・
推薦用紙提出先

阿南商工会議所・業務課 〒774ｰ0030 阿南市富岡町今福寺34ｰ4
TEL：
（0884）
22ｰ2301 FAX：
（0884）23ｰ5717
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『求人者マイページ』のご案内
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〈マイページ開設手順〉

ハローワークインターネットサービス上に求人者専
用の『求人者マイページ』を開設すると、会社のパ
ソコンから求人申込みや内容変更などのサービスをご
利用いただけます。

ハローワーク阿南

〒774-0011

開設を希望する方は、ログインアカ
ウントとして使用する事業所のメールア
ドレスをご用意のうえ、窓口へお申し出
ください。

徳島県阿南市領家町本荘ヶ内120-6

TEL. 0884-22-2016
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令和2年度徳島県地域産業活性化事業


地域経済講演会開催！

۰ଘǸȶݽȣǪ٘ٓڀႯɞʡɶʡǠȱȫȕǡțଚᙗǪ

ǠۜԄ߇पȆȸ͗חȕȜᰅǡ

は︑事業概要の多少の変更はありま
したが︑令和２年 月より﹁市民生
活応援・プレミアム付き商品券﹂事
業として実施されることとなりました︒

10

７月28日
（火）ホテル石松において、倒産・自己破
産を経験した元食品スーパー「やまと」の代表取締
役 小林 久様（山梨県）にお越しいただき、会員
23名が聴講しました。
2017年12月に創業105年の歴史があったが、競合
他社の出店攻勢や信用不安からくる主要取引業者の
納品停止により会社は破産申請、社長個人も自己破
産を経験され、小林氏から会社を潰した経営者本人
としての分析を語っていただきました。
現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止による
影響で、事業経営に大きな打撃を受ける経営者に向け、
小林氏は「どんなに辛くても歯を食いしばって自分が
動く事！目に見えないものに負けてはいけません。」と、
参加者の商売の益々の繁盛を願ってくださいました。

11

丹羽四国整備局長に要望書を提出する兼松会頭

当所の要望に回答する表原阿南市長

著書
「こうして店は潰れた」地域土着スーパー「やまと」の教訓
「続・こうして店は潰れた」

10
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兼松会頭はじめ５名と羽ノ浦町商工
会吉岡会長並びに那賀川町商工会中
村事務局長が出席し︑会員事業所を
取り扱い店舗とした︑プレミアム分
割増の﹁阿南市内企業応援企画！
プレミアム付商品券︵仮称︶発行に
ついて﹂を︑阿南市の表原市長はじ
め６名に︑阿南市内商工３団体連名
で要望いたしました︒
この６つの要望に対し︑表原市長
並びに阿南市内の担当者の方々より︑
それぞれコメントをいただき︑当所
からは各要望の早期実現について強
く提言いたしました︒また︑３団体
が要望したプレミアム付商品券事業

※興味・関心がある方は、是非ご購読ください。
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地境界確認は復興事業の事前防災・
国土交通省四国整備局に
事前復興の観点からも重要かつ喫緊
那賀川の侵食・浸透対策工事
を要する事業で﹁地籍調査事業の再
の推進・早期完成を要望
開・早 期 完 成 に つ い て﹂を︑ま た︑
新型コロナウイルス感染症は︑台風
阿南商工会議所をはじめ関係 団
等風水害による避難所でのオーバー
体は︑８月７日
︵金︶
︑国土交通省四
シュートも考えられることから﹁災
国地方整備局において︑要望活動を
害時の避難所における新型コロナウ
行いました︒当日は︑当所兼松功会
イルス感染症への対応について﹂を︑
頭をはじめ 名が参加︑丹羽克彦局
続いて都市計画道路は地域の円滑な
長をはじめ担当者６名に︑ 団体を
交通を支える幹線道路であり︑まち
代表して辰巳工業団地立地企業等連
づくりにおいて重要な都市基盤とな
絡会 荒井清隆会長が要望書を説明
﹁都 市 計 画 道 路 領 家 日 開
いたしました︒四国整備局からは︑ る た め︑
野線の早期開通について﹂の３つの
今後も前向きに検討していくとの考
要望書を提出しました︒
えを示していただきました︒
７月 日
︵水︶
は︑当所より兼松会
頭はじめ６名が︑阿南市より表原市
長はじめ６名が出席︑阿南市におけ
る都市計画見直しについて︑まず︑
阿南市中心部の人口増加を目的とし
て︑市街化調整区域を市街化区域へ
編入する﹁市街化区域の増設につい
て﹂と︑阿南市内の商工業の発展の
ため︑格下げされた県道１３０号線
の４車線化等の拡幅工事と新たに四
国横断自動車道や阿南安芸自動車道
と国道 号線を結ぶ﹁東西幹線道路
阿南市長に要望書５案を提出
等について﹂の２つの要望書を提出
阿南商工会議所は︑令和２年７月︑ しました︒
兼松会頭をはじめ役職員が︑表原阿
那賀川町商工会・羽ノ浦町商工会
南市長をはじめ幹部並びに担当部長
市内商工３団体連名で要望
等に要望活動を行いました︒
７月８日
︵水︶
︑新型コロナウイル
７月 日
︵月︶
︑当所より兼松会頭
ス感染症の影響により︑阿南市内の
はじめ７名が︑阿南市より表原市長
企業は大幅に売上げが減少しており︑
はじめ 名が出席︑まず︑阿南市で
この難局を切り抜くために︑当所の
は現在地籍調査が休止しており︑土
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阿南市見能林町 ☎ 0884-22-0526
22-0526 http://toriumi-print.com

新型コロナウイルス感染症対策に関する給付金の申請はお済みですか？
持続化給付金

家賃支援給付金

新型コロナウイルスによる営業自粛等により特に大きな影
響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧
としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。

５月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直
面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家
賃（賃料など）
の負担を軽減する給付金を給付です。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/
☎0120ｰ115ｰ570

https://yachin-shien.go.jp/index.html
☎0120-653-930

『WITH・コロナ
「新生活様式」
導入応援助成金』
申請受付期間・助成対象期間が延長！
WITH・コロナ
「新生活様式」
導入
応援助成金とは…

「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」に沿った「新しい生活様式」を実践し、安定
した事業継続を図ることを目的として、必要な経費が支援される制度です。

■申請受付期間…令和２年12月28日まで延長 詳しくは、徳島県『WITH・コロナ
「新生活様式」導入応援助成金』
のサイトをご覧ください。
■助成対象期間…令和３年 １ 月29日まで延長 https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/5037554/
持続的な経営に向け自社で策定した
「経営計画」
に基づき、地道な販路開拓等の取組や、
あわ
「小規模事業者持続化補助金」で販路開拓！ せて行う業務効率化の取組を支援するため、
それに要する経費の一部を補助する制度です。

一
申請書類締切

制度の概要

専 用 サ イト

般

型

10月2日
（金）
消印有効

コロナ特別対応型
10月2日
（金）
必着

本補助金事業は、具体的な対策に取り組む小
〇一般型
規模事業者の地道な販路開拓等を支援するた
・本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模
め補助する制度。
事業者等の地道な販路開拓等の取組や、
あわせて行う業務効率化の
【対象事業】
取組を支援するため、
それに要する経費の一部を補助するものです。
①サプライチェーンの毀損への対応
【補助額（率）】 原則50万円
（補助率：2/3）
を上限
②非対面型ビジネスモデルへの転換
〇事業再開枠
にあわせて、
事業再開に向け、
業種別ガイドライン等に沿って事
③テレワーク環境の整備
・「一般型」
業を継続する上で感染防止対策を行う取組については50万円の上乗せ。 【補助額（率）】
・加えて、
クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を実施す
原則100万円
（補助率：2/3または3/4）
を上限
る事業者
（特例事業者）
については、
さらに上限を50万円上乗せします。
https://r1.jizokukahojokin.info/

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/
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写真１ 熱心に聞き入る住民の皆さん

阿南工業高等専門学校

湯

城

豊

勝

次いで︑阿南商工会議所防災啓発
チームの西野賢太郎リーダーより︑
昨年の西日本豪雨による岡山県真備
町の﹁被災地視察報告﹂がありました︒
さらに当地と今年の被災地・人吉市
のハザードマップを示し︑
﹁マップ
と被害エリアが極めて似ているので︑
領家町もマップで確認してくださ
い﹂﹁避難とは︑難を避けることです﹂
と強調しました︒
三番目に︑那賀川河川事務所の原
田隆史副所長より﹁浸水ナビ﹂の実
演がありました︒これは︑パソコン
により全国の１級河川・２級河川の
一部地域の浸水想定を確認できるソ
フトの実演です︒例えば︑桑野川の
ある個所で堤防が決壊したと仮定す
れば︑自宅の浸水高さがどの程度に
なるかを瞬時に確認できるものです︒
破堤場所の仮定を替えながら︑さら
には別の場所での浸水深がどのくら
いになるかを次々に確認して洪水の
怖さを実感しました︒
四番目が︑阿南市の田邊正明危機
管理担当による﹁避難のために﹂と
いうお話です︒洪水から身を守るた
めに︑さらに逃げ遅れをゼロにする
ためには︑いつ・どこで・何をする
かが分かるタイムラインが有効です︒
特に︑桑野川下流の氾濫に対する避
難行動の具体的情報はとても参考に
なりました︒また︑コロナウイルス

名誉教授

﹁逃げ遅れゼロセミナー﹂を開催して

水ものがたり
第109章

この原稿を書いているお盆休み︑
今年の凄かった水害を忘れてしまい
そうな暑さですが︑那賀川流域では
これからの台風時の洪水が恐ろしい
のです︒今夏︑私たちは洪水が住宅
の二階まで迫る映像を目の当たりに
しました︒場所によっては三階相当
の高さまで浸水した所もあり︑かつ
氾濫した流れは津波のように速いも
のもありました︒このような洪水に
対し︑私たちはどのような対応をす
ればいいのでしょうか︒結論を言い
ますと︑ズバリ﹃避難﹄です︒高齢
者や障がい者は勿論のこと︑すべて
の人が安全に避難しなければなりま
せん︒
この度︑阿南商工会議所防災啓発
チームは︑那賀川・桑野川の氾濫を

想定した﹁逃げ遅れゼロセミナー﹂
を計画し︑関係各位のご協力を得て
実施しました︒このセミナーは順次
開催したいと思っていますが︑まだ
案内が充分でなかったので︑まずは
近くの領家町自主防災組織の意向を
確認して実行に移しました︒セミナ
ーにおける話題提供も︑国交省那賀
川河川事務所・阿南市危機管理部の
快いご協力により充実した内容にな
りました︒
実施日は８月１日
︵土︶
︑場所は国
交省那賀川河川事務所の会議室とい
うことで︑コロナウイルス感染症対
策に配慮し︑３密を避ける・マスク
着用・消毒・窓の開放等に気を付け
ながらの開催でした︒午前に︑阿南
市で初めての感染者が出て若干緊張
した雰囲気でのセミナーになりまし
た︒参加者は︑当初 数人ではとの
予想は見事に外れ︑ 名となって住
民の皆さんの関心の高さが伺われま
した︒
内容は︑最初に湯城より﹁なぜ避
難が必要か﹂という話です︒近年︑
洪水規模が大きくなり︑堤防やダム
などの構造物︵ハード︶だけで安全
を保つことができなくなったため︑
避難するという心︵ハート︶が大事
である︒つまり﹁ハードからハート
へ﹂ということと︑避難することの
大事さについて説明しました︒
35 10

感染症対策を考慮した避難所運営に
ついても詳しく説明してくれました︒
最後は︑那賀川河川事務所の池添
好巨副所長より﹁長安口ダムの管理・
放流﹂についての説明です︒ダムの
改造と治水協定によって洪水を調節
する容量が増えたことや︑予備放流・

事 前 放 流・異 常 洪 水 時 防 災 操 作 た(
だ し 書 き 操 作 に)つ い て も 分 か り や
すいお話でした︒
その後︑住民の皆さんからの質問
と意見交換です︒桑野川・那賀川の
弱い個所︑バックウォーター︑高潮
と洪水の複合災害︑排水ポンプの容
量︑線状降水帯︑タイムラインの確認︑
洪水時の水位データを分かりやすく
知らせて欲しい︑更に安全なダムゲ
ートの操作方法の見直し等について︑
実にたくさんの質問と意見が出まし
た︒
あまりにも熱心︑かつ専門的な意
見も続出し︑関係者をビックリさせ
るとともに︑予定していた時間をか
なりオーバーしてしまいました︒今
後も地域を替えながら出前セミナー
を開いていく予定です︒ご希望の地
域・自主防災組織がありましたら西
野リーダーまでご一報ください︒

写真２ セミナーでの１コマ

ʏ˂Ĝʒ
ʏ˂
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「地域と共に成長し事業継承、
そして持続可能な社会を目指す」

■住

創業から30年 阿南市の橘湾を一望できる場所で、お子様
からご年配の方まで、ご家族皆様に愛されている『ハンバー
グステーキ』を主体として、
「笑顔と肉汁が溢れるハンバーグ」
をグランドメニューとした飲食店を経営しています。食と人
の地産地消を可能な限り取り入れ、地域の資源を生かし共に
発展してまいりました。
創業時、20歳の方は今50歳に、30歳の方は60歳になり、
お子様とご一緒に来店されていた方は、お孫さんを連れて来
店されるお客様もあります。「ご家族の思い出」をログハウ
スの丸太のように一本一本積み重ねてくださっているように
感じています。
事業継承時期を迎え、継ぎ繋がることは、そこに住む人と
地域全体も繋がることと実感し、共に成長できるよう願いを
込め、少数ではあるが雇用の強
化も図り、地元の食材や異業種
との連携にも重視しておりま
す。まずはSDGSで掲げる17の
目標に沿った持続可能な開発目
標に向け、食のチカラでできる
ことに挑戦していこうと目指し

魅力
再発見!

「私たちの知らない

阿南市橘町北新田1-2

■ 電話番号

0884-27-3377
0884
27 3377

■代 表 者

木元

■ 創業年月

1987年4月22日

■ 業務内容

飲食店経営・食材の調理・
加工・販売

幹雄

ᐺྡྷ᎒॥
ᐺநந॥
ୠகஂ

॥ᐺᔶ௰ᓶ
ᢪາഄສ

॥அୡ୵இ୲ử࿀

:872:85.

ています。
現在は、地域の生産者様と直接取引を行うこととなり、食
材の持つ目に見えない価値に気づき、調理・提供する側が食
材の魅力を学ぶことで、お客様に対して生産者の想いや土地
の良さを伝えることができるようになりました。また、県内
の飲食店と６次産業化の小さなモデルを形成し、お客様から
のニーズにお応えしたいと、食品加工会社と連携し大量調理
と事業の生産効率を高めることにも取組んでいます。異業種
とのコラボ事業としては、阿波花火の文化を継承する花火師
との連携により、独自のプライベート打上花火、オリジナル
デザインが可能になり、
「お客様の思い出づくりを強化」 に
務め、独自の取組みにより観光関係にも繋がり、地域経済の
活性化に役立てれば幸いです。
今後の取組としては、地域にある様々な資源を生かし、人・
町が歴史を通して形成された文化を、より良いカタチで次世
代へと繋いでいきたい。住み続けたい・住み続けられる町づ
くりに、「食」を通してできることの可能性を高め磨き続け
たいと考えています。

阿南らしさ 」とは？

「商人塾」塾生募集中！

āچી໘Ɉ๑ĆණۊɬकɤࡧȭȱĂ෨Ɉᆯȯɞެȥɣॽȹ
ᆵɬઞ୶ݡ౺ۙɁࠓৄॽڷȱĂఛȱȞچીɈࠫ˃Ĝʠɞ෨ɬ
ߖȱɚၫ౯ɬჹઅȱɘȳĊ
【研修日程】 各日18：30〜20：30（全6回）
āāāāāā൦Ǎޑć!:!039
Īॢī
Ć൦ǐޑć22035
Ī*ݮā
āāāāāā൦ǎޑć21023
ĪॢīĆ൦Ǒޑć230!8
Īॢ*ā
āāāāāā൦Ǐޑć21037
ĪॢīĆ൦ǒޑć!2023
Ī!*ݮ
【会
場】 چીࣞచ࣓ʓˋʗĜ 3ި
āāāāāāĪچી݊෨ဏ૧45.5āī
【参加対象者】 š݊๑ࢾວ೨ਗۙޏ
āāāāāāāšݡჺඇইɄɘȻȿȩɤۙޏޏ
āāāāāāāšఛᄘచ࣓೨ਗۙޏ
āāāāāāāšࢄᄭᆯ๑ۙޏޏ
āāāāāāāšچી໘Ɉૢࣞஒ
āāāāāāāšچીɈɘȻȿȩɤɅ࣓ჍɈȜɥچી੭ୣɈၫ
āāāāāāāšॻެȥɣھୣȱɀȧȹچી੭ୣɈၫ
Īࣸī
【申込締切】 :ॢ29
ćچࡼޏஒāāࢼć
Ī߰īਡ๑ૅܧʓˋʗĜ
【お問合せ】 چࡼޏஒāUFMć33.3412
āāāāāāF.nbjmćboboddjAboboddj/ps/kq
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世界的なコロナ禍により、厳しい環境の中でも
事業継続している商店主は、新しい商いの創出
を生み出し、地域の人々に地元の魅力を再発見
していただくことを目的とします。お互いにリアル
に会える価値や喜びを改めて感じ、エールを送り
あえるマルシェを開催いたします。
日 時：11/3(火祝)・8（日）・15（日）
各日10：00〜15：00
場 所：阿南駅前児童公園
阿南駅前芝生広場
JR阿南駅前・
一番街周辺
内 容：飲食・物販・体験・
ワークショップ他
出店者：阿南市内事業主他
出店数：各日/15店舗（15店 ３日＝45店）
お問合せ：阿南商工会議所 TEL：22-2301

چࡼޏஒޏၡ
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９月８日㈫〜９月22日㈫

10：00〜20：00 ●展示数20点
文字に魂を吹き込み想いを込めて書いた作品をご覧ください。
（初日12：00より 最終日15:00まで）

ቃ˰ᷣ̇ᷣ

光のまちステーションプラザ

９月24日㈭〜10月４日㈰

10：00〜20：00 ●展示数50点
実用的なものからお遊び的なものまで。
様々な種類の手作りマスクを展示します。
（初日12：00より 最終日15:00まで）

Vol.

304

ɁɥȤݴġȾɘə੧ġ

つまみ細工専門店 うらら花

10月６日㈫〜10月１８日㈰

10：00〜20：00 ●展示数10点
つまみ細工は布を折りたたみ、
花びらを一枚一枚作っていくという伝統工芸です。
繊細な技術を是非ご覧ください。
（初日12：00より 最終日15:00まで）
光のまちステーションプラザ展示同好会

10月20日㈫〜11月１日㈰

10：00〜20：00 ●展示数100点
今回のテーマはハロウィンです。
かわいいカボチャやオバケの集まる空間をぜひお
楽しみください。
（初日12：00より 最終日15:00まで）

ɛɀɁɜɁȧɥġȾɘə੧ġ

つまみ細工専門店 うらら花

９月13日㈰

ϰ ᰱ ˰ᷣ̇ᷣ

発行者：阿南商工会議所

令和２年９月10日発行（奇数月発行） http://www.anancci.or.jp E-mail anancci@anancci.or.jp 印刷：鳥海印刷㈲
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【R2. 4/16〜8/20】

◆株式会社Miraicle
★地域にグローバルなミライを！みんながハッピーに！

賀上書道教室

ɤʶʑʇ๐

ఛࡤۙޏȯɭȮގ
Ȯ

13：30〜
●参加費：2,500円 親子で参加される場合は+1,000円
●申込締切：9月11日㈮ ●定員：10名 ●持参物：裁ちバサミ
今、流行りの
「つまみ細工」
でバッグチャームを作ってみませんか。折り紙を折るよ
うな感覚で簡単に作ることができます。

ʯ˂ʎĜʮʡʭˁˇĜɬȾȩɤɘȱɡȠĲʧ˅ɾɻˋĳ 矢田益実

代表／村田友樹 【国際観光まちづくり応援事業】
阿南市富岡町第住町504 ☎0884-45-0361

◆ほっともっと 阿南店
★豊富なメニュー・高い栄養価で食生活を支えます！
代表／尾畑小百合 【サービス業】
阿南市領家町走寄98-8 ☎0884-24-4408

◆やまもも薬局有限会社
★地域に根差した信頼される薬局を目指します。
代表／田中正延 【薬局業】
阿南市富岡町滝ノ下17-4 ☎0884-23-0739

◆イージェイサポート株式会社
★人手不足でお困りなら、弊社人材ビジネスのご活用を！
代表／江口幸吉 【労働者派遣業他】
阿南市才見町荒井ヶ内10 ☎0884-28-9393

◆REBASE
★ボディケアとカフェで心と身体を癒してください。
代表／白井孝典 【サービス業】
阿南市日開野町西居内416-1 ☎0884-49-4583

ȮݡȜɤȦɂȠȮȰȞɘȱȹă
※尚、上記掲載につきましては、加入の際に掲載承諾を頂いた事業所のみ、ご紹
介しております。当商工会議所では、組織基盤の強化を図るため会員の募集をし
ております。お知り合い、
お取引先などで未加入の事業所・団体がございましたら、
是非この機会にご紹介頂けますようお願い申しあげます。

９月27日㈰

13：00〜
●参加費：2,500円 ●申込締切：9月25日㈮ ●定員：10名 ●持参物：特になし
かわいいミニほうきにお好きな花や木の実で飾り付けハロウィン用の壁飾りを作ります。

Ⴏ࿃ɁȜɭɃɭɬɤɘȱɡȠ

光のまちステーションプラザ

10月３日㈯ 13：00〜
●参加費：3,000円 ●申込締切：10月2日㈮ ●定員：３名 ●持参物：特になし
風船に紐を巻きつけておしゃれなあんどんを作りましょう。
１日では完成しないため、後日もう一度おいでいただく必要があります。

会頭：兼松

ʐɿ˃ʅʻˋʡ˃ɬɤɘȱɡȠĲʧ˅ɾɻˋĳ 矢田益実
10月25日㈰

13：00〜
●参加費：2,000円 ●申込締切：10月23日㈮ ●定員：10名 ●持参物：特になし
かぼちゃやオバケ・魔女などハロウィンおなじみのモチーフのかわいいガラス細工を使います。

功

お問合せ・お申込み

阿南光のまちステーションプラザ

☎0884-24-3141

tel.0884-22-2301 fax.0884-23-5717
価格：一部100円（会員の購読料は会費に含む）

阿南市見能林志んじゃく

〒774-0030 徳島県阿南市富岡町今福寺34-4

⋢ߑߖᬻኆഄᬻႷ
ᄞߦᚢ㧋ᣂߚߥ৻ᱠࠍ〯ߺߘ߁㧋㧋
◆開催日程 ６日間12講座
第1回 ９/17（木） 第3回 10/８
（木） 第5回 10/23
（金）
（木） 第6回 11/５
（木）
第2回 ９/18（金） 第4回 10/22
※各日 ①18：00〜19：30 / ②19：30〜21：00

◆受講対象者
創業・独立開業を目指すサラリーマン・ＯＬ・退職者・主婦・学生の方、
開業して間もない方・現在の経営を見直したい経営者や後継者など。
※基本的に全ての講座を受講できる方が対象

◆受 講 料 無料
◆募集定員 20
◆申込方法 専用サイト・FAX・郵送にてお申し込みください。
※その他詳細につきましては、下記までお問い合わせ、
またはホームページ
をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催を中止する場合があります。

お申込み・お問合せ
阿南商工会議所 中小企業相談所 創業支援担当 宛
〒774-0030 徳島県阿南市富岡町今福寺34-4
TEL.0884-22-2301 FAX.0884-23-5717
URL https://anancci.or.jp/
management-support/sougyoujuku/
E-Mail anancci@anancci.or.jp

ბხㅕ੬ၻ⯋ݯ፮
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第156回日商簿記検定
◎試 験 日
◎申込期間
◎ 級
◎受 験 料

11月15日
（日）
10月１日
（木）〜10月15日
（木）
１級 ２級 ３級
１級：7,850円 ２級：4,720円
３級：2,850円
◎試験会場 阿南商工会議所

第45回福祉住環境コーディネーター検定
◎試 験 日 11月22日
（日）
◎申込期間 団体：９月15日
（火）〜９月23日
（水）
個人：９月24日
（木）〜10月９日
（金）
◎ 級
２級・３級
◎受 験 料 ２級：6,600円 ３級：4,400円
◎試験会場 阿南市商工業振興センター

第29回環境社会検定（eco検定）
◎試 験 日 12月13日
（日）
◎申込期間 団体：10月６日
（火）〜10月12日
（月）
個人：10月13日
（火）〜10月30日
（金）
◎受 験 料 5,500円
◎試験会場 阿南市商工業振興センター

表紙（イラスト・文）
羽尻利門（はじりとしかど）プロフィール
絵本作家 阿南市見能林町在住。
1980年兵庫県に生まれ、２歳より京都で育つ。主な作品に、
『夏がきた』
（あすな
ろ書房）『ごめんなさい』
（作・サトシン ポプラ社）
『花まつりにいきたい』
、
（作・
あまんきみこ 本願寺出版社）
『
、やめろ、スカタン！』
（作・くすのきしげのり 小
学館）
『
、あいつとぼく』
（作・辻村ノリアキ ＰＨＰ研究所）
など多数。日本児童出
版美術家連盟会員。ホームページ http://hajiritoshikado.com
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