
栄養講座『野菜たっぷり！
ヘルシーバランス食』
日時　12月19日㈬　10：00～13：00
場所　那賀川社会福祉会館
対象　市内在住の40歳以上の方
　　　（募集定員30人）
内容　講義と調理実習
参加費　400円（調理実習費として）
申込締切日　12月10日㈪

 保健センター（☎22－1590）へ

阿波踊り体操教室
日時　12月14日㈮　10：00～11：30
場所　那賀川社会福祉会館
講師　徳島大学 大学開放実践センター
　　　教授　田中俊夫さん
対象　運動制限のない方（年齢制限なし）
持参物　飲み物、タオル、
　　　　健康手帳（無い方は交付します）

 保健センター（☎22－1590）へ　

初日の出を見て温泉に行こう！
蒲生田岬で初日の出を見た後は、温泉で
初風呂を楽しみませんか。
元日は午前７時から営業！

展示会開催
■絵画展　12月24日㈪まで
　「波の会」の皆さんの作品展です。
■写真展　12月25日㈫～
　四国で最初に初日の出が見られるスポッ
　ト蒲生田岬を紹介した作品展です。

特定健診を受けましょう
 
メタボリックシンドロームの該当者または
予備群の割合は、40～74歳の男性で2人
に1人、女性で5人に1人といわれています。
昭和13年4月1日～昭和48年3月31日生ま
れで、今年度の特定健診がお済みでない
方は受診してください。
実施期間　12月31日㈪まで

 保険年金課（☎22－1118）へ

 献血にご協力ください （12月）

※400ml献血のみの実施です。
 徳島県赤十字血液センター

　 （☎088－631－3200）へ

実施日 採血場所 所在地 採血時間

7日㈮
加 茂 谷 運 送 ㈱ 楠 根 町 9：30～10：50
藤 崎 電 機 ㈱ 辰 己 町 12：40～14：00

10日㈪
阿 南 警 察 署

富 岡 町
9：30～11：10

四国電力㈱阿南営業所 12：40～14：10

20日㈭ フ ジ グ ラ ン 阿 南 領 家 町
10：00～12：30
14：00～16：30

21日㈮ 日本電工㈱徳島工場 橘 町 13：30～16：00

26日㈬ 阿 南 市 役 所 富 岡 町
9：30～12：00

13：00～16：30

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。

【12月の休館日】
3日㈪・10日㈪
17日㈪・25日㈫
28日㈮・29日㈯

かもだ岬温泉保養センター

 かもだ岬温泉保養センター （☎21－3030）へ

広報あなん２月号への掲載は
12月27日㈭までにお届けください。
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ＡＳＫＰ１周年記念
スケートスクール 
日時　12月２日㈰　12：00～16：00
　　　※雨天の場合は9日㈰に延期
場所　羽ノ浦健康スポーツランド
　　　スケートボード場
対象　未経験者や初心者
　　　（性別、年齢制限なし）
内容　技術指導やゲーム
持参　ボードおよび保護具
参加費　無料（スポーツ保険加入済み）

 阿南スケートボード協会（ＡＳＫ）
　 萩野（☎090－5276－2508）へ

日本・モンゴル国交40周年記念作品
映画「モンゴル野球青春記」
製作協力券・前売り入場券

（阿南市内上映用）の販売
昨今の社会経済情勢の影響等から映画
製作に対する支援が少なく、本来この映
画の製作には5,000万円を要するところを
2,800万円に抑えるとともに、文化庁の補
助1,000万円のほか、映画会社が1,000
万円を支出し、映画製作にあたってきまし
たが、残りの800万円を調達しなければ
上映できない状況となっています。出費多
難な時に誠に申し訳ないこととは思います
が、モンゴルに野球場を建設した阿南市
（旧那賀川町）の国際協力を描いた映画
でもあり、阿南市を全国にＰＲする絶好
の機会です。皆さま方のご協力で成功に
結びつけたいと思いますので、よろしくお
願いします。

販売金額　一般1,000円
　　　　　中学生以下500円
販売場所　平惣書店、興南スポーツ店、
　　　　　タダスポーツ店
※映画上映実行委員会加入団体にも販売
を依頼しています。
上 映 日 程　 ▶平成25年６月８日・９日：
那賀川社会福祉会館▶６月15日・16日・
29日・30日：夢ホール▶７月６日・７日：
コスモホール※ 7 月中旬に阿南市および
周辺の都市で随時上映。

 映画「モンゴル野球青春記」上映実行
委員会事務局（市野球のまち推進課内☎
22－1297）へ

光のまちクリスマスイベント
ボランティア募集
日時　12 月初旬～中旬
　　　10：00～16：00で都合のよい時間
場所　牛岐城趾公園
内容　竹の等身大リース制作

 光のまちづくり協議会　湯浅
　 （阿南商工会議所内☎22－2301）へ

「おいしい空気で
おもてなし」
飲食店募集 
阿南保健所ではお客さまや従業員の健康
を守るために禁煙対策をしている飲食店
を応援しています。禁煙の積極的な取組
をしている阿南市、那賀町の飲食店経営
者の方はぜひ登録してください。
登録すると「おいしい空気でおもてなし
店」登録証とステッカー（上記イメージ）
を配布します。さらに希望店は徳島県ホー
ムページ等にお店の紹介を掲載します。
登録基準　①敷地内禁煙 ②建物内禁煙
　　　　　①②のいずれか。
※分煙、時間帯禁煙は登録の対象外
※登録は無料です。

 阿南保健所 健康増進担当
　 （☎28－9874）へ

第17回阿南支援学校祭 
日時　12月8日㈯　9：30～14：30
場所　阿南支援学校（上大野町）
内容　▶表現の部（午前）：児童・生徒が

日頃の学習の成果を発表します。
▶催しの部（全日）：花の苗や野
菜の販売、陶芸・木工製品の展示
販売、ＰＴＡによる食品バザー（カ
レー、うどんなど）

※リサイクル品バザー、手工芸品は13：00
　から販売します。

 阿南支援学校（☎22－2010）へ

外国人のための
にほんご教室 @ 阿南高専
Let’s Learn Japanese at Anan
National College of Technology

日程　平成25年3月29日㈮までの
　▶月・木10：30～12：00、12：50～15：15
　▶水・金12：50～19：00
場所　本校国際交流室（図書館棟2階）
費用　無料
講師　阿南高専教員：城本春佳さん、外
　　　部講師：元木佳江さん、森 勇樹さん

 阿南工業高等専門学校国際交流室
　 （☎23－7155）へ

高齢・障害・求職者雇用支援機構
職業訓練生募集
募集訓練課
　テクニカルオペレーション科、
　電気設備科、住宅リフォーム技術科
訓練期間　
　平成25年1月4日㈮～6月28日㈮
対象　公共職業安定所に求職の申し込み
　　　をしている方など（選考あり）
受講料　無料（テキスト代等は必要）
募集期間　12月3日㈪まで

 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ

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　12月20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

ＮＨＫ学園
生徒募集中 
募集　平成25年度高
等学 校普通科（3年
制）生徒および生涯
学習通信講座受講者
出願期間　
▶高等学校普通科　推薦入学
　平成25年1月18日㈮～24日㈭
▶高等学校普通科　一般入学・編入学
　平成25年1月25日㈮～4月30日㈫
▶生涯学習通信講座 : 通年申込受付
※まずは、無料案内書の請求を。

 ＮＨＫ学園（☎042－572－3151）
案内書請求フリーダイヤル（☎0120－06
－8881）へ

家事事件の手続が
新しくなります 
家事事件手続法とは
家事事件（家事審判およ
び家事調停に関する事件）の手続を定め
る法律です。国民に利用しやすく現代社
会に適合した家事事件の手続を定めるた
めに新たに制定されました。
新しく設けられた制度
▶原則として、申立書の写しが相手方に
送付される。▶事件の当事者であれば、
家事審判事件の記録を見たりコピーしたり
することが、原則として許可される。▶電
話会議・テレビ会議システムを利用するこ
とができる。
施行日　平成25年1月1日

 徳島家庭裁判所事務局総務課
　 （☎088－603－0111）へ

ホール
ボランティア
研修会
参加者募集
日時　12月15日㈯　11：30～12：30
場所　夢ホール（文化会館）
内容　ホール探検ミニツアーを実施。研

修後「夢ホールコンサート」の業務
に携わっていただきます。

対象　高校生以上
定員　10人程度
※参加費無料、要申込み。
※華美でない服装でお越しください。

 ＮＰＯ法人夢ホール市民協議会
　 夢つくりあなん（☎23－5599）へ

健康いきいき情報


