
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。４月号の締め切りは２月29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。

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集
募集訓練科　

▼電気設備技術科（６カ月）

▼住宅リフォーム技術科（６カ月）
訓練期間　４月４日㈪～９月30日㈮
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　２月１日㈪～３月７日㈪
問 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ

阿南市婦人連合会
第６回大運動会開催
みんな集まれ！寒さなんかぶっ飛ばせ！パ
ワー全開婦人会！
日時　２月20日㈯　10:00～
場所　スポーツ総合センター
参加費　無料
申込方法　各地域の婦人会会長までご連絡

ください。
問 阿南市婦人連合会　渡守
　 （☎26－1302）へ

赤ちゃんと
ママの
ふれあい講座
●ベビースキンケア教室
寒い冬、カサカサお肌にならないように正
しい保湿の知識を学ぼう！
日時　２月12日㈮　10:00～11:00
●ファーストサイン教室
まだおしゃべりが上手にできなくても、お
互いの気持ちを伝えあおう！
日時　２月19日㈮　10:00～11:00
〈共通事項〉
対象　０～２歳までの親子５組
場所　那賀川社会福祉会館２階
参加費　1,500円
※要予約
問 RTA 指定スクール Romaly　金光
　 （☎24－8710）へ

【講演会のお知らせ】
ホントにこころが通う夫婦って？
−男性学入門講座−

「オトコとオンナの間には～暗くて深い河
がある～♪」は昔の話。ジェンダー（社会
的性別）を理解して、今よりもっとのびの
び生きたい、お互い解りあいたいと思う方、
必見の講座です。男性お一人、カップルで
の参加も大歓迎。
日時　２月13日㈯　13:00開場
　　　13:30～15:00
場所　富岡公民館２階
講師　大山治彦さん（四国学院大学教授）
問 パープルシードあなん（紫の種を蒔く

会）青木（☎090－1172－6300）、福
本（☎090－1327－4199）へ

高校生のための
英語活動ひろば
ＡＣＥ（エース）

学校で習った知識を総動員して、ALTたち
と英語活動ができる場所です。身近な事柄
や時事ニュースを英語で何というのか、ま
た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
も大歓迎です。
日時　２月28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

商業活性化事業

第５回“阿南まちゼミ”2016冬
開催決定!!
商店街の店主やスタッフが講師となり、プ
ロならではの専門知識や技術・コツを無料
で教えてくれるゼミナール “ 阿南まちゼ
ミ ” が開催されます。
毎回受講者にはご満足いただき、大好評の
結果となりました。商店主も個店の経営改
善やお客さまの目線や考え方を知るきっか
けとなり、満足いただけたことへの喜びを
次回開催への意欲として、90％の参加店
舗が継続を希望していました。販売は絶対
いたしません。ぜひ、ご参加ください。
期間　２月７日㈰～３月６日㈰
場所　富岡商店街周辺　 講座数　25 講座
申込期間　２月１日㈪～
申込方法　各参加店舗へ直接電話で予約し

てください。
※くわしくは、広報あなん２月号折込チラ
シをご覧ください。チラシは阿南市役所、
市立図書館、公民館などでも配布していま
す。また、阿南商工会議所ホームページに
も掲載中です。
問 阿南商工会議所　業務課
　 （☎22－2301）へ職業訓練を受講して早期就職を

めざそう!!
ご自身の希望や求人の状況などと合わせて

「職業訓練」でスキルアップを図る方法を
ハローワーク職員と一緒に考えていきまし
ょう！

「自分はどんな職業訓練が受けられるのだ
ろう？」と思っている方はハローワークの
訓練相談窓口をお尋ねください。
雇用保険を受給できる人もできない人も、
公共職業訓練・求職者支援訓練などさまざ
まな職業訓練を準備しています。ハローワ
ークの訓練相談窓口を有効活用して、就職
に向けての能力開発を図りましょう。
また、徳島労働局ホームページには「募集
中の 訓練一覧」を掲載しています。
くわしくは、お問い合わせください。
問 ハローワーク阿南（☎22－2016）へ

チャリティーダンスパーティー
第15回「ダンスの集い」記念大会
新野・田中ペアのプロデモンストレーショ
ンがあります。また男女学生パートナーが
数人同行し、デモンストレーションを行い
ます。多数ご参加ください。
日時　２月７日㈰　12:00～16:00
場所　ひまわり会館 2 階　ふれあいホール
会費　1,000円　　
主催　国際ソロプチミスト阿南
問 阿南市文化協会所属
　 マドンナダンスクラブ　吉田
　 （☎27－0154）へ

あかつき野球加盟チームを
募集します
あかつき野球（４月～11月の朝６時30分
から８時まで試合）大会に出場するチ―ム
を募集しますので、希望される方は２月
29日㈪までに下記に連絡してください。
優勝チームは全日本大会西日本大会に出場
できます。

問 あかつき野球連盟事務局
　 （☎090－4872－1719）へ

ちびっこ探険学校ヨロン島
参加者募集
期間　３月26日㈯～４月１日㈮（６泊７日）
場所　鹿児島県大島郡与論町
内容　海水浴、イカダ作り＆イカダこぎ、

野宿体験、リアル人生ゲームなど
対象　小学２～６年生（２月現在）
定員　日本人小学生200人、
　　　在日外国人小学生100人
参加費　136,000円（高松空港発着）
申込締切日　３月４日㈮
問 ㈶国際青少年研修協会
　 （☎03－6417－9721）へ

「相続登記はお済みですか」
月間相談会
日時　２月４日㈭　10:00～15:00
場所　文化会館　研修室２
内容　相続登記に関する相談
問 徳島県司法書士会
　 （☎088－622－1865）へ

交通遺児等育成資金貸付および
重度後遺障害者介護料支給
【交通遺児等へ育成資金貸付け】
義務教育修了まで育成資金（無利子）が借りられます。
対象者　自動車事故により死亡または重度後遺障害者となられた方の０歳から中学校卒業ま

でのお子さま
貸付金額　●一時金155,000円　●毎月10,000円又は20,000円　●入学支度金44,000円
返済期間　中学卒業後 20 年以内

（高校・大学等に進学する場合は、卒業まで返済開始は猶予）
【重度後遺障害者へ介護料支給】
対象者　自動車事故が原因で、脳・脊髄または胸腹部臓器を損傷し重度の後遺障害を持った

ために、常時または随時の介護が必要な状態にある方
支給金額　①常時の介護が必要な方のうち「重度後遺障害診断書」で症状が「最重度」であ

ると認められた方：月額68,440円～136,880円 ②①以外で常時の介護が必要
な方：月額58,570円～108,000円 ③随時の介護が必要な方：月額29,290円～
54,000円

問（独）自動車事故対策機構徳島支所（☎088－631－7799）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　２月13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

スポンジテニスを
してみませんか
スポンジボールを使った安全なテニスです。
気軽に楽しめます。
対象　一般の方
日程　毎週月、土曜日　20:00～22:00
場所　那賀川スポーツセンター　体育館
参加費　1回300円
申込方法　電話でご連絡ください。
問 和倶楽部　代表　西本
　 （☎090－9456－8933）へ

若者ＵＰプロジェクト
就職につながるパソコン講座
日本マイクロソフト㈱と協働したパソコン
講座でエクセルの基本操作を学びます。短
期集中でエクセルのパソコンスキルを身に
付けたい方にはぴったりの講座です。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
日時　２月16日㈫、17日㈬
　　　13:00 ～ 16:00
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）
定員　５人　　受講料　無料
申込締切日　２月15日㈪　※要予約
問 とくしま地域若者サポートステーション
　 （☎088－602－0553）へ

行政書士による無料相談会
許認可手続きについて知りたい方は、ぜひ
ご相談ください。

日時　２月20日㈯　9:00～12:00
場所　ひまわり会館
相談内容　農地転用、建設業許可、開発許

可などの許認可手続き、相続な
どについて

問 徳島県行政書士会　徳島南部支部
　 支部長　花野（☎26－1157）へ

陸上競技選手を募集
全国大会での活躍をめざしている長距離選
手を募集します。
対象　小・中学生
練習時間　平日17:30～19:00
　　　　　※土日祝日は時間変更あり
場所　橘港中浦緑地グラウンドほか
問 阿南ＲＣ 山崎秀行
　 （090－7783－7421）へ

高校生による邦楽発表会
阿南工業高校音楽部と、富岡西高校・富岡
東高校羽ノ浦校箏曲部による邦楽発表会を
行います。
阿南工高は「三味線」、富岡西高と羽ノ浦
校は「箏」の部活動に取り組んでおり、1
年間の活動のまとめとして合同で発表しま
す。３校の高校生たちが一生懸命演奏しま
すので、ぜひお聴きください。
日時　２月21日㈰　14:00開演

（13:30開場）
場所　富岡公民館
曲目　「SAKURA（さくら）」、「雪花」、寅
さんでおなじみの「男はつらいよ」など
※入場無料
問 富岡西高校箏曲部　松島
　 （☎22－0041）へ

第８回県南
いきいきテニス大会
参加チーム募集
日時　３月13日㈰　9:00～17:00
※雨天の場合は20日㈰に延期
場所　南部健康運動公園テニスコート
試合　シニアチーム対抗戦
1 チーム６人（男性４人、女性２人）
参加費　1チーム6,000円
申込期間　２月28日㈰まで
問 阿南市テニス協会　田井
　 （☎44－5290）へ

徳島駐屯地
開設 4周年
記念行事

模擬戦や第14音楽隊による音楽演奏、戦
車の体験搭乗（先着順）などを行います。
日時　３月６日㈰　9:00～14:00
場所　陸上自衛隊徳島駐屯地（那賀川町）
内容　 ▼観閲式10:00～11:00 ▼訓練展示
等11:00～12:00 ▼ 装備品展示12:30～
14:00 ▼体験搭乗13:00～14:00（予定）
※雨天時は、行事を一部変更する場合があ
ります。駐車スペースには限りがあります。
満車の場合は、今津小学校グラウンドへ駐
車してください。（小学校前からシャトル
バスを運行）
問 陸上自衛隊徳島駐屯地 司令職務班
　 （☎42－0991　内線 202・203）へ

とことんじゃぽねすく
〜浪曲
日本の語り芸を世界に広めようと国際的に
活躍の春野恵子さん、大好評につき３回目
の登場です。言葉の力強さ、日本語の美し
さをご堪能ください。
日時　２月20日㈯　14:00～　
場所　文化会館　視聴覚室
演目　「神田松五郎」「天狗の女房」
出演　春野恵子、一風亭初月（三味線）
チケット　2,000円　当日2,500円

（小学生以上）
問 （特非）夢ホール市民協議会
　 夢つくりあなん（☎23－5599）へ
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