広報あなん４月号への掲載は

３月29日㈮までにお届けください。

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

ママさんブラス
メンバー募集
吹奏楽の経験者でまた
吹いてみたいと思って
いる方のためのブラス
バンドです。
スケジュール
４月～８月 自主練習
（文化会館視聴覚室）
９月上旬 合同練習
９月28日㈯ 練習（指導：榮村正吾）
29日㈰ 演奏会（指揮：榮村正吾）
場所 夢ホール（文化会館）ほか
参加費 3,000円
（演奏会のチケット2枚を含む）
申込締切日 ３月23日㈯
※管楽器の方は楽器をご持参ください。
NPO 法人夢ホール市民協議会夢つくり
あなん（☎23－5599）へ

文化あなん第16号原稿募集
中高生を含む市民の皆さまから文化あな
ん第16号の原稿を募集します。俳句・短歌・
川柳・漢詩・随筆など掲載は無料です。
投稿規程などの詳細は阿南市文化会館内
の文化振興課窓口にてお受取りください。
原稿締切日 ３月15日㈮
阿南市文化協会事務局 松浦
（☎090－1572－6070）へ

チャリティーパーティー
第12回「ダンスの集い」
日時 ２月10日㈰ 13：00～16：00
場所 文化会館（夢ホール） 視聴覚室
会費 1,000円
※見学無料
阿南市文化協会所属 マドンナダンスク
ラブ 吉田（☎27－0154）へ

県南いきいきテニス大会
参加チーム募集
日時 ３月３日㈰ 9：00～17：00
場所 県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４人・女２人）
参加費 １チーム6,000円
申込締切日 ２月20日㈬
阿南市テニス協会 田井
（☎44－5290）へ

阿南市婦人連合会
第３回大運動会開催
阿南市婦人連合会が第３回大運動会を開
催します。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17日㈰ 10：00～
場所 サンアリーナ室内体育館
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。
阿南市婦人連合会 池添
（☎090－1576－7714）へ

まっ こう ほう

真向法体操で真の健康に！
健康は正しい姿勢からといわれています。
真向法は正しい姿勢をつくる健康体操で
す。４つの動作で足腰を柔軟にして、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

日時 ２月24日㈰ 13：30～17：00
場所 商工業振興センター１階
内容 ▶「ウイルス性 肝炎・肝硬変につ
いて」
13：30〜14：30 講師 玉木克佳さ
ん（大久保病院副院長・徳島大学非常勤
講師）▶ B 型肝炎ウイルス感染者の救済
のための特別措置法説明会・個別相談会
14：30〜17：00 全国 B 型肝炎訴訟大阪
弁護団
（国と基本合意を交わした弁護団）
参加費 無料（申込不要）
弁護士 真鍋直樹（全国 B 型肝炎訴
訟大阪弁護団）
（☎06－6110－9789）へ
B 型肝炎訴訟の相談 全国 B 型肝炎訴
訟大阪弁護団（☎06－6647－0300）へ

23

広報

あなん 2013.2

日時 ２月９日㈯ 9：00～12：00
場所 ひまわり会館2階 生き生きルーム
内容 成年後見制度や後見人をたてるこ
となどに関する相談
徳島県行政書士会
（☎088－626－2083）
土・日曜日は地域会員 花野
（☎090－3787－0305）へ

募集訓練科 溶接加工科
訓練期間 ３月１日㈮～８月30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 ２月４日㈪まで
ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

高校生たちによる邦楽発表会
阿南工業高校音楽部（三味線）と富岡西
高校・富岡東高校羽ノ浦校箏曲部（箏）
による合同邦楽発表会を行います。
日時 ２月17日㈰ 14：00～（13：30開場）
場所 富岡公民館２階 ホール
曲目 ▶春の海▶ジブリ映画より「風の丘」
ほか
※入場無料
阿南工業高校音楽部 大羽
（☎22－1408）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
【交通遺児等への育成資金貸付】
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）
【重度後遺障害者への介護料支給】
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
自動車事故対策機構徳島支所（☎088－631－7799）へ

相
続
登
記

遺言
書

医療講演会と
弁護士による
Ｂ型肝炎特措法
説明会・無料相談会

成年後見制度無料相談会

高齢・障害・求職者
雇用支援機構
職業訓練生募集

徳島県司法書士会による
相続に関する無料相談
相続登記をはじめ、遺言、遺産分割協議
など相続に関する相談に応じ、適切なア
ドバイスを行います。
日時 ２月15日㈮ 10：00～15：00
場所 ひまわり会館2階 研修室うめ
徳島県司法書士会
（☎088－622－0808）へ

阿南ライオンズクラブ
50周年記念講演会
日時 ３月３日㈰ 13：30～（13：00開場）
場所 文化会館（夢ホール）
内容 「私の野球人生」
野球解説者 水野雄仁さん
入場料 無料（※入場整理券が必要）
※入場整理券は市内の公民館や市役所１
階案内で配布します。
阿南ライオンズクラブ事務局
（☎23－1468）へ

拉致被害者の
救出と
安全確保を考える県民集会
日時

２月10日㈰ 13：30～15：30
（13：00開場）
場所 文化の森総合公園（21世紀館）
講師 惠 隆之介さん
演題 拉致問題を通し国民の安全と人権
を考える
※入場無料。手話通訳もあります。
救う会徳島事務局 丸山
（☎090－5141－1995）へ

ちびっこ
探険学校
ヨロン島
参加者募集
内容 野外活動
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島
定員 日本人小学生200人、在日外国人
小学生100人
対象 小学２年～６年生（２月現在）
出発地 高松空港
参加費 131,000円
申込締切日 ３月６日㈬
㈶国際青少年研修協会
（☎03－6459－4661）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 ２月21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

放送大学４月生募集
平成25年度第１学期（4月入学）の学生を
募集します。放送大学はテレビ等の放送
やインターネットを利用して授業を行う通
信制の大学です。心理学・福祉・経済・
歴史・文学・自然科学など、幅広い分野
を学べます。
出願期間 ２月28日㈭まで
※資料は無料贈呈
放送大学徳島学習センター
（☎088－602－0151）へ
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