
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30日㈮です。
メールアドレス　hisho@city.anan.tokushima.jp 市民の情報ひろば市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

親子でミュージック・ケア

ソフトテニス部員募集
練習日程　毎週土曜日（年間を通して）
　　　　　19:00～22:00
場所　羽ノ浦総合国民体育館 A コート
　　　（羽ノ浦中学校東隣）
対象　団体競技の心得を守ってくださる方。

年齢、性別等の制限はありません。
競技レベル　概ね中級レベル
会費　１回500円（照明代等）
　　　※半期等割安制度あり
申込方法　直接体育館にお越し下さい。
問 市羽ノ浦体育協会テニス部ソフトテニス

支部　原（☎090－7140－0147）へ

親子体験教室
対象　ひとり親家庭の親子
　　　（子ども３歳以上中学生以下）
開催日　11月３日㈷　
場所　クラブコルツ（那賀町谷内）
内容　動物とのふれあい・えさやり、乗馬

体験、工作、ゲームなど
定員　50人（応募者多数の場合は抽選）
参加費　大人1,500円、子ども1,000円
　　　　（昼食代込み）　※送迎バス無料
持参物　水筒、帽子、日焼け止め、タオル、

着替えなど
申込方法　10月13日㈫までに電話、ファ

クシミリ、電子メールで申込
問（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会

（☎088－654－7418・FAX088－654－
7414）へ　E-mail:mailadm@tbjcenter.jp

音楽に合わせて簡単な動作をします。
対象　年少児～年長児（2009年４月２日

～2012年４月１日生まれ）のお子
さまと保護者

日時　10月11日㈰　①11:00　②14:00
場所　J パワー & よんでん Wa ンダーラン

ド　Wa ンダーホール
講師　日本ミュージック・ケア協会認定

中級マスター　阿部浩子さん
申込方法　事前に電話で申込み
参加料　無料　　定員　各20人
持参物　うちわ１枚
問 J パワー & よんでん Wa ンダーランド
　 （☎34－3251）へ

労働相談会の開催
解雇や賃金未払い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組でそれぞれの
立場から、解決のアドバイスをします。相
談は無料です。
〈日程〉　
●10月４日㈰　13:00～16:00
　　　　　　　（受付12:45～15:30）
場所　ひまわり会館
申込締切日　10月２日㈮　18:00まで
※予約優先
●10月８日㈭　14:00～16:00
　　　15日㈭　18:00～20:00
　　　29日㈭　18:00～20:00
場所　徳島県庁11階（徳島市万代町）
申込締切日　相談日の前日の15:00まで
　　　　　　※要予約
問 徳島県労働委員会（☎088－621－3234）へ

就職につながるパソコン講座plus
日本マイクロソフト㈱と協働したパソコン
講座で基本操作を学び、㈱リクルートホー
ルディングスが提供するプログラムで面接
のポイントを学びます。また、予約制で若
者の就労相談も行っています。
対象　義務教育終了後15～39歳までの無

業の方　※学生不可
日程（事前にご予約ください）
ワード（定員５人）
　10月20日㈫、21日㈬　13:00～16:00
エクセル（定員５人）
　10月27日㈫、28日㈬　13:00～16:00
面接対策　10月29日㈭　13:00～16:30
※面接対策講座のみの受講も可能です。
場所　富岡町玉塚21番地里美ビル１階
　　　（南部ライフサポートセンター隣）
受講料　無料
問 とくしま地域若者サポートステーション
　 （☎088－602－0553）へ

楽しく学ぶ「パソコン教室」 
●インターネット講座（見能林公民館）
　とくしま無料 Wi-Fi に接続します。
　11月2日㈪、６日㈮、９日㈪（全３回）
●画像編集講座（羽ノ浦公民館）
　フリーソフトを使用します。
　11月13日㈮、16日㈪、20日㈮（全３回）
●ワード・エクセル講座（羽ノ浦公民館）
　11月23日㈷、27日㈮、30日㈪（全 3回）
〈共通事項〉
時間　①13:00～14:50　②15:00～16:50
定員　各講座とも　①15人　②15人
受講料　2,100円（３回分）　持参物　パソコン
申込締切日　10月20日㈫
※くわしくは、お問い合わせください。
問 NPO 法人いきいきネットとくしま
　 県南支部事務局　庄野
 　（☎090－2780－3200）へ

阿南シルバー川柳大会作品募集
募集内容　高齢者の日常生活をテーマとし

ます。（１人２句まで）
応募方法　はがきに住所、氏名、電話番号

を記入のうえ、投句してください。
受付期間　10月１日㈭～12月25日㈮
賞・発表　平成28年１月に開催する「阿

南市セニヤ健康づくり大会」で
表彰します。

問 〒774-0030　富岡町北通９番地
阿南市セニヤクラブ連合会

（☎23－7288）へ

モラロジー生涯学習セミナー
日時　10月21日㈬～22日㈭　
　　　18:50 ～ 21:00
場所　情報文化センター（羽ノ浦町）
参加費　1,500円
テキスト　「心新たに生きる」270円
　　　　　※会場で販売しています。
内容　講演「豊かで価値ある人生を送れる

心づかいの在り方」
申込方法　電話でお申し込みください。当

日会場での申込みも受け付けま
す。

問 羽ノ浦モラロジー事務所
　 代表世話人　七條（☎44－2435）へ

第41回「春日野まつり」 
日時　10月11日㈰　12:00～22:00
　　　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）
内容　13:00～パットライス無料配布、

「あめご」つかみ取り大会、風船割
り、ピッチングゲーム、子どもとお
年寄りの輪投げ、もち投げ、阿波踊
りなど
※夜店もたくさん出ます。
あななん、すだちくんも来ます。

問 春日野まつり実行委員会
　 船田（☎090－1575－1630）へ

法の日週間行事 無料法律相談
日時　10月15日㈭　9:30～12:00
　　　　　　　　　13:00～15:30
場所　徳島地方・家庭裁判所
相談時間　１人あたり約20分
定員　午前25人、午後25人
申込方法　事前に電話でお申し込みくださ
い。定員に達し次第受付を終了します。
相談担当者　弁護士
※公共交通機関等をご利用ください。
問 徳島地方裁判所総務課庶務係
　 （☎088－603－0111）へ

第34回徳島矯正展
日時　10月17日㈯　9:00～15:30
場所　徳島刑務所（駐車場約300台）
内容　刑務所内見学、刑務所作業製品の展
示・販売、広報用ビデオなどの放映、コン
ピューターによる性格検査、藍染め体験、
ちびっこ刑務官コーナーなど
問 徳島刑務所企画部門
　 （☎088－644－0114）へ

ＪＩＣＡボランティア募集 
①青年海外協力隊
　日系社会青年ボランティア
②シニア海外ボランティア
　日系社会シニア・ボランティア
対象　①満20～39歳　②満40～69歳
　　　※いずれも日本国籍をもつ人
募集期間　10月１日㈭～11月２日㈪
応募書類配布場所　ＪＩＣＡ四国、県国際

交流協会、市役所
●説明会
日程
10月 3日㈯（徳島大学内地域連携プラザ）
　  18日㈰（徳島県国際交流協会）
時間　13:00～17:00
※参加無料、申込み不要、入退室自由
問 JICA四国（☎087－821－8824）へ

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集
対象　公共職業安定所に求職の申込みをし

ている方など（選考あり）
受講料　無料（テキスト代等は必要）
募集期間　10月１日㈭～11月２日㈪
●溶接加工科（６カ月）
訓練期間　12月１日㈫～
　　　　　平成28年５月30日㈪
●電気設備技術科　※概ね40歳未満の方
　若年者デュアルコース（７カ月）
訓練期間　12月１日㈫～
　　　　　平成28年６月30日㈭
問 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ

第５回阿南市会長杯
ミックスバレーボール大会
日時　11月15日㈰　9:30～開会式
場所　那賀川スポーツセンター
種目　９人制（６人～９人）男女フリー
チーム構成　監督１人、コーチ１人、マネ
ージャー１人、選手６人～12人（男女不
問、学生は高校生以上）
特別ルール　男性の攻撃は、アタックライ

ンの後ろからのみとする
参加料　１チーム4,000円（当日集金）
申込締切日　11月２日㈪
問 阿南市バレーボール協会事務局
　 近藤（☎090－1579－4732）へ

10月４日㈰から
徳島県最低賃金時間額695円
※一部の産業には特定最低賃金がさだめら

れています。
問 徳島労働局労働基準部賃金室

（☎088－652－9165）または
最寄りの労働基準監督署へ

戦後70年記念上映会
「おかあさんの木」 
日時　10月25日㈰　
　　　①10:30～　②14:00～　③18:00～
場所　市民会館　大ホール
出演　鈴木京香、大杉　漣ほか
入場料

前売り 当日
シニア 1,000円 1,100円

一般・大学生 1,300円
小・中・高生 －    500円

問 あなんで映画をみよう会
　 （☎090－2788－5465）へ

秋のファミリーデイキャンプ
～草木染めに挑戦だ！～ 

日程　10月４日㈰、11月１日㈰　
　　　10:00～15:00（日帰り）
場所　YMCA阿南国際海洋センター
定員　各回20家族程度（先着順）
参加費　小学生以上　2,000円
　　　　幼児　1,000円　※昼食代含む
持参物　軍手（綿100％）、水筒、帽子、

染めたい物（綿、麻の無地の手ぬ
ぐい・Tシャツなど）

申込方法　開催日の前日までに電話でお申
し込みください。※野外での活動が中心に
なります。十分な防寒、動きやすい服装で
お越しください。
問 YMCA 阿南国際海洋センター
　 （☎33－1221）へ

司法書士による
「法の日」を記念した相談会
日時　10月２日㈮　
　　　午前の部　10:00～12:30
　　　午後の部　12:30～15:00
場所　ひまわり会館２階　研修室うめ
問 徳島県司法書士会
　 （☎088－622－1865）へ

こどものための
おんがくかい
留学先のドイツで出会った日本と韓国の音
楽家によるトリオ。弦楽器の豊かな音色を
お楽しみください。
日時　10月17日㈯　14:30～
場所　文化会館　視聴覚室
出演　トリオ・アーテム（ピアノ : 粟田美佐、

バイオリン : シム・へーウォン、チ
ェロ : シム・へーサン）

入場料　700円（当日800円）ペア1,300
円（当日1,500円）※４歳から有料
チケット販売場所　文化会館、黒崎楽器、
平惣書店（阿南センター店・羽ノ浦国道店）
ほか
問 NPO 法人夢ホール市民協議会夢つくり

あなん（☎23－5599）へ

全国道路・街路交通情勢調査
のお知らせ
国土交通省では、全国道路・街路交通情勢
調査（自動車起終点調査）を平成27年９
月から11月にかけて実施します。自動車
起終点調査は、無作為に選定させていただ
いた自動車を保有する人・事業者の皆さん
に対して、自動車の利用実態についてお答
えいただく調査です。調査結果は、道路の
計画や管理などについての基礎となる重要
な資料となるものです。調査の主旨をご理
解いただき、調査にご協力いただきますよ
うお願いします。
問 サポートセンター
　 （☎0120－629－536）へ
※受付 9:00～18:00（日曜・祝日を除く）

とれとれ市公方×
NAKAGAWA‐FAM!祭りVol.3
日時　10月24日㈯　9:00～14:00
場所　道の駅公方の郷なかがわ
内容　フリーマーケット、那賀川町の企業

による飲食コーナー、ワークショッ
プ、すだちくんのふわふわドームな
ど

問 NAKAGAWA-FAM!　春野
　 （☎090－4339－6702）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　10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

とはなにか、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・日曜日は地域会員　花野
　 （☎090－3787－0305）へ

高校生のための英語活動ひろば
ACE（エース）

学校で習った英語の知識を実際に使ってＡ
ＬＴたちと英語活動ができる場所です。英
語に自信がなくても、ＡＬＴとの交流や外
国の文化に興味がある人はぜひ参加してく
ださい。１人での参加も歓迎します。
日時　10月４日㈰　14:00～16:00
　　　（２カ月に１回活動しています）
場所　富岡公民館１階　図書室
対象　高校生　　参加費　無料
問 英語活動ひろば ACE 事務局　土井
　 （☎23－5875）へ　※19:00以降
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