
山田洋次監督作品
「家族はつらいよ２」
日時　10月８日㈰　
①10:30 ～　②14:00～
場所　夢ホール（文化会館）
出演　橋爪　功、吉行和子ほか
入場料

問 あなんで映画をみよう会
　 （☎090－2788－5465）へ

前売り 当日
セニア（60歳以上）1,000円 1,100円
一般・大学生 1,300円
小・中・高生 －    500円

阿南工業高等専門学校公開講座
「農業ICT技術者育成のための環
境センサ応用講座」受講者募集
対象　一般の方
日時　11月25日㈯　13:00～17:00
場所　阿南高専　メカトロ実験室
受講料　5,400円
定員　５人（定員になり次第締切）
申込期間　10月16日㈪～27日㈮
申込方法　申込期間になりましたら、お電
話で受講予約をしてください。
※メール、ファクスでは受け付けません。
問 阿南工業高等専門学校　総務課

企画情報係（☎23－7215）へ
※土、日曜日を除く8:30～17:00

阿南の町歩きを楽しんでノルデ
ィック・ウオークでメタボ・ロ
コモ予防にチャレンジ2017-2
日時　11月１日㈬　10:00～（受付9:15～）
集合場所　文化会館
コース　阿南市内　４～５㎞
参加費　500円　※ポール貸出300円
申込方法　電話またはファクスでお申し込
みください。ファクスの場合は、住所、氏
名、年齢、電話番号、ポール貸出しの有無
を記入して送信してください。
問 徳島ノルディック・ウオーク協会

（ ☎ 090－3782－4325・FAX 088－
642－5003）へ

Waンダー
ふれあい祭り2017
入場無料・観覧無料です！あななんもくるよ♪
日時　10月29日㈰　9:30～15:00
場所　福井町舟端1番地
内容　▶「宇宙戦隊キュウレンジャーショー」
①11:00～②14:00～▶「橘湾石炭火力発電
所見学会」①9:45～②11:00～③12:30～
④ 14:00～▶「阿南第二中学校 GreenJazz
パラダイスオーケストラ」12:00～▶「サイエ
ンスショー」①10:00～②13:00～▶「かけ
っこ教室＆足もみ」①10:00～②13:00～▶

「スクラッチ言語プログラミング教室」①
11:00～②14:00～▶「寄せ植え体験　多肉
植物・秋の花」①10:00～②11:00～③
13:00～④14:00～▶「はたらく車」「ミニ
SL」「プログラミングロボPETS」「ハロウ
ィンネイルコーナー」9:30～15:00▶「スー
パーボールすくい」、「スタンプラリー」、花苗
プレゼント、ハロウィン衣装プレゼント※先
着順なくなり次第終了▶「大道芸ライブパ フ
ォーマンス」、食べ物屋台、バンド演奏ほか
※悪天候により中止となる場合あり
問 J パワー＆よんでん Waンダーランド
　 （☎ 34－3251）へ

第１回　繁盛店づくり研修会
富岡商店街では個店の集客力・販売力を高
めるため専門家を派遣して商品の配置・陳
列・接客・店舗改善等の知識の習得や自立
的な繁盛店づくりにつながる勉強会を開催
します。興味関心のある参加希望の方は、
電話でお申し込みください。
日時　10月６日㈮　18:00～20:00
場所　ホテル石松
講師　コンサルティング・パートナー

“AUBE”　志賀公治さん
問 富岡商店街協同組合
　 （☎22－1684）へ

杜のホスピタル文化活動
●人形浄瑠璃　壺坂観音霊験記　
　沢市内の段
日時　10月７日㈯　14:00～
内容　人形操作体験・演技
出演　太夫・三味線　城北会
　　　人形　中村園太夫座（岡花座）
●ハープ・フルートコンサート
日時　10月28日㈯　14:00～
出演　青山　唯、浦川優香、岡本真里奈
〈共通事項〉
場所　杜のホスピタル OT ホール
※入場無料
問 杜のホスピタル　リハ課　
　 （☎22－0218）へ

大人のための
英会話・韓国語入門講座
対象　どなたでも
日程　10月25日㈬～毎週水曜日
　　　（全８回）
▶英会話　19:30～20:30（60分） 
中学１年生レベルの文法を中心に、基礎会
話・旅行会話を楽しく学びます。
▶韓国語　18:00～19:00（60分）
ハングルの読み書きからあいさつ、自己紹
介、基礎会話まで学習します。
場所　情報文化センター
受講料　5,000円
※各講座ごとに別途テキスト代2,000円
定員　各講座15人（先着順）
申込方法　電話でお申し込みください。
問 国際文化交流協会　前田
　 （☎090－6489－2803）へ
　※受付は平日10:00～18:00

第43回春日野まつり
夜店もたくさん出ます。あななん、すだち
くんも来るよ。
日時　10月８日㈰　12:00～21:00
　　　※雨天時は一部中止あり
場所　春日野体育館、春日野グラウンド周

辺（羽ノ浦町）
内容　パットライス無料配布（13:00～）、
あめごつかみ取り、子どもとお年寄りの輪
投げ、じゃんけん大会、玉入れ、ジャム缶

（地元メンバー）・スチールパンによるコン
サート、もち投げなど
問 春日野まつり実行委員会　船田
　 （☎090－1575－1630）へ

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時　10月７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無料相談

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

出張労働相談会in阿南
解雇・賃金未払い・配転など労使間のトラ
ブルについて、ご相談ください。
日時　10月１日㈰　13:00～16:00
　　　（受付12:45～15:30）
場所　ひまわり会館２階　研修室うめ
相談員　弁護士など徳島県労働委員会委員

（公益・労働者側・使用者側の各委員３人
１組で相談に応じます。）
対象　労働者の方、使用者（経営者）の方
相談費用　無料
※予約優先。予約がない場合、ご希望に添

えないことがあります。
問 徳島県労働委員会事務局
　 （☎088－621－3234）へ

県立南部テクノスクール
受講生募集
訓練科　①テレオペレーター科
　　　　②医療事務科２
内容　①電話応対スキル、ワード、エクセル、
パワーポイントなど②メディカルクラーク、
メディカルオペレーター、調剤薬局事務など
定員　15人
対象　離転職者等で、公共職業安定所所長

から受講あっせんを受けた方
訓練期間　
①11月27日㈪～平成30年2月26日㈪
②12月8日㈮～平成30年3月7日㈬
※日、祝日、年末年始は休校
訓練時間　①9:00～15:50②9:30～16:10
訓練場所　①四国進学会阿南校②情報文化
センター、勤労女性センター
受講料　無料　※テキスト代は自己負担
申込期間　①10月６日㈮～11月６日㈪
　　　　　②10月18日㈬～11月17日㈮
申込先　居住地を所管する公共職業安定所へ
問 公共職業安定所または南部テクノスク

ール（☎26－0250）へ

「第10回那賀川
源流コンサート」
那賀川の上流から下流までの流域住民の交
流「那賀川源流コンサート」を開催します。
日時　10月29日㈰　10:00～12:00
場所　高の瀬峡レストハウス平の里　駐車場

（徳島県那賀郡那賀町木頭北川字たいら）
※阿南市役所横見駐車場より無料で送迎し
ます。（先着順20人で締め切ります）
※那賀川河川事務所ホームページでは、コ

ンサート出演者・参加者募集に関する情
報を掲載していますので、ご覧ください。

http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/
問 那賀川河川事務所調査課

（☎22－6562）へ

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練　
受講生募集
募集訓練科
▶６カ月コース（訓練期間12月４日㈪～
平成30年５月29日㈫）
・構造物加工技術科デュアル
　（概ね45歳未満対象）
▶７カ月コース（訓練期間12月４日㈪～
平成30年６月29日㈮）
・電気設備技術科
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２日㈪～11月６日㈪
問 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ
　 ※受付は平日9:00～17:00

社会で輝きたいあなたへ！
今こそ、ママ戦力2017　
女性の再就職準備応援セミナー
参加者募集
日程等　▶１～４日目
　　　　　11月20日㈪～22日㈬、24日㈮
　　　　　市民会館、ひまわり会館
　　　　▶5日目
　　　　　12月15日㈮　ときわプラザ
　　　　　（アスティとくしま内）
対象　結婚・出産・育児などによる離職か

ら本気で再就職をめざす女性など
定員　15人程度（先着順）
申込締切日　11月13日㈪
※受講無料、託児無料（託児は事前申込と

ファミリー・サポート・センターへの登
録が必要です）

問 （公財）徳島県勤労者福祉ネットワーク
（☎088－655－2940）へ
※受付は平日9:00～17:00

第３回ウオーキング大会
コスモスの見ごろに合わせて、３カ所を巡
るウオーキング大会を開催します。
日時　11月12日㈰　9:30出発
　　　（受付8:30）
集合場所　那賀川河川敷第3緑地（桜づつ

み公園前）
▶山間コース　那賀川河川敷第3緑地～那
賀川堤防～上岩脇ゾーン～岩脇ゾーン～阿
千田道～岩脇香風台公園～北岸用水～古
毛・明見ゾーン
▶平地コース　那賀川河川敷第3緑地～那
賀川堤防～上岩脇ゾーン～岩脇ゾーン～北
岸用水～古毛・明見ゾーン
解散　羽ノ浦荘前
駐車場　那賀川河川敷第３緑地
申込方法　11月２日㈭までに電話または
メールでお申し込みください。
●第３回コスモスリンク in川北
11カ所の開花情報を羽ノ浦環境改善セン
ター前掲示板またはホームページ「阿波ナ
ビ・花へんろ紀行」で確認のうえ、コスモ
スをお楽しみください。
問 那賀川北岸地域広域保全協議会
　 （☎24－8318）へ
 　e-mail:kawakita-ho15@tiara.ocn.ne.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。

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31日㈫です。
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

10月５日㈭から
徳島県最低賃金時間額740円
※一部の製造業には特定最低賃金が定めら

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

どきどき
パソコン教室
●インターネット講座（定員：各回15人）

10月16日㈪、19日㈭、20日㈮
（富岡公民館）
●ワード、エクセル講座（定員：各回15人）

11月３日㈷、６日㈪、10日㈮
（羽ノ浦公民館）
●画像編集講座（定員：各回15人）

11月13日㈪、17日㈮、20日㈪
（羽ノ浦公民館）
●パワーポイント講座（定員：各回15人）

11月24日㈮、27日㈪、12月１日㈮
（羽ノ浦公民館）
時間　①13:00～14:50
　　　②15:00～16:50
受講料　2,100円（３回分)
持参物　パソコン
※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

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　10月21日㈯　9:30～12:00
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
問 徳島県行政書士会　徳島南部支部
　 （☎26－1157）へ

パートナー関係を見直す講座
夫（恋人）に私の言いたいことが伝わらな
い。いつの間にか相手の言い分が通ってし
まっている。もう言うのを諦めた。でも、
なんだかもやもやする…。
一度、夫（恋人）との関係を見つめ直して
みませんか。3回連続講座です。
対象　夫や恋人との関係を見直したい女性
日時　10月12日㈭、26日㈭、11月9日㈭
　　　10:00～12:00
場所　南部こども女性相談センター
内容　①夫婦や恋愛における「コントロー

ル関係」とは？②いろいろな気持ち
③パートナー関係を変えていくために

進行役　女性カウンセラー（臨床心理士）
定員　８人　　参加費　無料
申込締切日　10月10日㈫
問 徳島県南部こども女性相談センター
　 （☎24－7115）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　平成29年11月１日時点で
①満20～39歳　②満40～69歳
※いずれも日本国籍をもつ方
募集期間　11月１日㈬　12:00まで
応募方法　ウェブ応募となります。特別
な事情でウェブ応募できない場合は、お
問い合わせください。
●説明会
日時　10月15日㈰　13:00～17:00
場所　とくぎんトモニプラザ大会議室
内容　アフリカトーク＆ライブ、海外ボラ

ンティア体験談、個別相談会
※参加無料、申込不要、入退室自由
問 JICA四国（☎087－821－8824）へ

「あなん健康増進ロード」を歩こう 
日程　10月14日㈯　※少雨決行
9:30夢ホール駐車場集合～牛岐城趾公園
～横見橋桑野川北岸土手～住吉橋～アピカ

（ショッピングセンター）～信金東部支店
～サンアリーナ～聖母幼稚園～12:30ごろ
阿南駅解散
約７㎞を歩きます。道は平坦です。
〈交通〉　
●JR利用の方（阿南駅発着）
往路　9:08着の下り　9:38着の上り
復路　13:00発の上り　13:35発の下り
●車利用の方　夢ホール周辺で案内します。
参加費　300円（歩こう会会員200円）、

小学生以下無料
持参物　飲み物、雨具、健康保険証
注意点　昼食時間は設けません。体調を
整えて来てください。ごみは持ち帰って
ください。万一の事故には、傷害保険（主
催者加入）の補償範囲内および応急処置
以外の責任は負いません。
問 阿南歩こう会　新川（☎22－3188）へ
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