
若者の就労相談会 （予約制） 

働いておらず、職業訓練も学校も行ってい
ない若者の働くことに関する相談に応じま
す。（家族からの相談も可）
日時　10月18日㈭　13：00 ～ 17：00
場所　文化会館１階　工芸室

 とくしま地域若者サポートステーション
　 （☎088－602－0553）へ

第５回小学生タックスセミナー
参加者募集 
日時　11月10日㈯　9：00 ～ 16：00
集合・解散場所　商工業振興センター
１階（ＪＲ阿南駅東口）
オリエンテーリング
県立神山森林公園イルローザの森
対象者　小学４～６年生と保護者
申込締切日　10月17日㈬（申込順）
※参加費無料で、昼食付き。

 阿南法人会（☎23－1055）へ

第38回春日野まつり開催 
日時　10月７日㈰　13：00 ～ 21：00
場所　春日野グラウンド周辺（羽ノ浦町）
内容　じゃんけん大会・「あめご」つかみ
　　　取り大会・パットライス・子どもさ
　　　んとお年寄りの輪投げ・もち投げ
　　　など
　　　※夜店も出ます。

 春日野まつり実行委員会　船田
　 （☎090－1575－1630）へ
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体操で真の健康に！
健康は正しい姿勢からと言われています。
真向法は正しい姿勢を作る健康体操で
す。四つの動作で股関節を柔軟にして、
腰痛や肩こりを予防します。あなたもこの
機会にぜひ始めませんか。

【阿南真向会富岡教室】
日時　毎月第２火曜日 9：30 ～ 10：30
 18：00 ～ 19：00
　　　毎月第２水曜日 19：00 ～20：00
場所　富岡公民館

 石澤（☎23－3310）へ
【阿南真向会見能林教室】
日時　毎月第３火曜日　18：00 ～ 19：00
場所　見能林公民館

 杉本（☎22－5140）へ
【阿南真向会憩教室】
日時　毎週土曜日　9：30 ～ 11：00
場所　富岡老人憩いの家

 西田（☎090－6289－3031）へ

第31回
徳島矯正展
受刑者が一日も早
い更生復帰をめざして技術の習得に励み、
真心を込めて製作した作業製品を販売展
示します。
日時　10月20日㈯　9：00 ～ 15：30
場所　徳島刑務所（駐車場約300台）
内容　所内見学等各種イベント、ビデオ
放映、性格検査の実施、受刑者の文芸作
品等の展示、刑務所作業製品展示・販売

 徳島刑務所企画部門
　 （☎088－644－0114）へ

くらしの
サポーター
募集中! 
県から発信される消費者情報を周りの消
費者（家族、友人、近所や職場など）に
広めたり、周りの消費者の相談を県消費
者情報センターにつなぐなどのボランティ
ア活動をする18歳以上の方と団体を募集
しています。

 徳島県消費者情報センター
　 石川・島川（☎088－623－0612）へ
　 （水曜日・祝日・年末年始を除く）
　 http://www.pref.tokushima.jp/shohi/

市民の情報ひろば

「出張労働相談会」を開催 

解雇や賃金未払いなどの労使間トラブル
について、弁護士など県労働委員会委員
が、解決のためのアドバイスをします。
日時　10月４日㈭　13：30 ～ 16：00
　　　（受付　13：15 ～ 15：30）
場所　南部総合県民局美波庁舎新会議棟
　　　３階「301会議室」
内容　解雇・賃金未払い・配転など労使
　　　間トラブル
相談員　弁護士など県労働委員会委員
費用　無料
※できるだけ事前予約（前日17：00まで）
をお願いします。なお、相談日当日の受付
もいたします。労使間トラブルの解決のお
手伝いをするため、県労働委員会では相
談やあっせん申請を随時受付しています。

 徳島県労働委員会
　 （☎088－621－3234）へ

「わが母の記」上映会
昭和の文豪、井上 靖の自伝的小説を豪華
キャストで描く親子の絆の物語。
日時　10月13日㈯　14：30 ～ 16：27
　　　　　　　　　 18：30 ～20：27
場所　市民会館
入場料　一般（前売1,000円、当日1,300円）
　　　　学生・シニア1,000円
※託児あり。事前にお申込みください。

 あなんで映画をみよう会
　 （☎090－2788－5465）へ

ネイチャーゲーム自然と遊ぼう
月例会 (10月～ 12月)

対象　小学生以上（幼児は保護者同伴で可）

日程

▼10月14日㈰　10：00 ～ 12：00 ／種で遊
ぼう（才見町・東部自然公園） ▼11月４日
㈰　10：00～12：00／畑のネイチャーゲー
ム教室（徳島市丈六町栗田「グリーン丈六」
近くの畑）定員：20人　締切：11月１日
㈭ ▼12月16日㈰　10：00 ～ 12：00 ／冬の
草七草さがし（徳島市丈六町栗田「グリー
ン丈六」近く）
持ってくるもの　運動着、帽子、水筒
参加料　１人100円（11月のみ200円）

 阿波南部ネイチャーゲームの会　
　 松田（☎080－5665－1567）へ

在住外国人のための日本語教室
日時　10月７日～平成25年３月10日の毎
　　　週日曜日　10：00 ～ 12：00
場所　富岡公民館　講師　三好晴子さん
参加費　1,000円（半年20回分）
教材　「みんなの日本語１」、「みんなの日
　　　本語２」各2,500円
申込方法　申込用紙（公共施設に備え付
け）に必要事項を記入のうえ提出、また
は電子メールでお申し込みください。

 阿南市国際交流協会（☎44－6652）へ
e-mail himawari_aia_2012@yahoo.co.jp

合気道教室練習生募集
合気道を学びながら日本武道の礼儀や心
を養ってみませんか。子どもたちの強く、
優しく、たくましい心と身体の育成を願っ
て教室を開いています。
対象年齢　５歳～ 15歳
稽古日時　毎週金曜日 19：00 ～ 20：00
場所　武道館（大潟町）
受講料　月額2,000円
※別途、入会金2,000円が必要です。

 合気道敷島塾阿南道場　川越
　 （☎49－4077）へ

高齢・障害・求職者
雇用支援機構職業訓練生募集
募集訓練科　ＣＡＤ製図科
訓練期間　11月１日㈭～平成25年１月30
　　　　　日㈬
対象者　公共職業安定所に求職の申し込
みをしている方など（選考があります）
受講料　無料（テキスト代等は必要）
募集期間　10月５日㈮まで

 徳島職業能力開発促進センター
　 （☎088－654－5102）へ

司法書士による無料相談会
日時　10月４日㈭　10：00 ～ 15：00
場所　ひまわり会館
相談例　 ▼相続を開始したが、土地や家
屋の名義をまだ書き換えていない ▼クレ
ジットカード会社や消費者金融からしつこ
く借金返済の催促を受けている ▼知的障
害を持つ子どもの将来が心配 ▼アパート
を退去する際、多額の原状回復費を請求
された

 徳島県司法書士会
　 （☎088－622－1865）へ

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

求職者支援訓練
受講生募集
募集科目　介護職員
基礎研修科（６カ月）
訓練期間　11月５日
㈪～平成25年５月２
日㈭　9：30 ～ 16：20（土・日・祝日除く）
募集期間　10月５日㈮まで
対象者　公共職業安定所に求職の申し込
　　　　みをしている方等
定員　20人（選考があります）
※受講料は無料、テキスト代等は必要。
申込方法　居住地を所管する公共職業安
　　　　　定所へ

 株式会社ライテックエンジニア
　 （☎24－9410）へ

第２回あなん丼認定店大募集 
日時　11月４日㈰　11：00 ～
場所　ひまわり会館　グルメルーム
対象　阿南市内飲食店で、ハモなど阿南
　　　特産の食材を使用した丼を１年間
　　　提供できる方
参加費　10,000円　
申込方法　申込用紙を10月19日㈮までに
事務局まで提出してください。

 阿南商工会議所青年部事務局
　 （☎22－2301）へ

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
交流促進を願い那賀川源流コンサートを
開催します。
日時　10月28日㈰　10：30 ～ 12：30
場所　四季美谷温泉前広場
※阿南市役所横見駐車場より会場まで無
　料で送迎します。（先着順で締切ります。）

 那賀川河川事務所
　 調査・品質確保課（☎22－6562）へ

第21回羽ノ浦中学校
マンドリン部定期演奏会
日時　10月７日㈰　14：00開演
場所　情報文化センター（コスモホール）
曲目　舞踊風組曲第２番、お祭りマンボ、
　　　アニメメドレー、マンドリンオリジ
　　　ナル曲から童謡、ポピュラーなど
※入場無料です。

 羽ノ浦中学校（☎44－2045）へ

初心者対象パソコン教室
日時　11月10日～ 12月８日の毎週土・日
　　　① コース13：00 ～ 14：50　
　　　② コース15：10 ～ 17：00
場所　情報文化センター（コスモホール）
講座内容　作品作り、ワード、デジカメ
※各講座とも①②コースを選択。
受講料　3,000円
定員　各コース15人（申込順に受付）
※くわしくはお問い合わせください。

 ＮＰＯ法人いきいきネットとくしま
　 県南支部事務局　岸

（☎090－8690－3704）へ
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夢見竹のかくれんぼ

日時　10月6日㈯　18：00開演
　　　　　7日㈰　13：00・17：00開演
場所　夢ホール・阿南市文化会館（富岡町）
内容　阿南の竹林を舞台に、竹の子達が
捲き起こす不思議な出来事…。当日券は、
大人2,000円、高校生以下1,000円。チャ
リティーシート（指定席券500円）は、下
記事務局のみで取り扱っています。

 実行委員会事務局（☎22－0268）へ

気仙沼復興支援あなん市民ミュージカル

脚本演出 /遠藤吉博　振付 /鎌田真由美　音楽 /玉麻尚一

広報あなん12 月号への掲載は
10月31日㈬までにお届けください。


