市民の情報ひろば

10月26日㈯ 9:00～12:00
ひまわり会館
遺言の書き方、相続の手続き、成年
後見制度や後見人をたてることなど
に関する相談
問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
（☎088－626－2083）
土・日曜日は地域会員 花野
（☎090－3787－0305）へ
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日時
場所

10月12日㈯ 19:00～
榊神社境内（山口町）
（雨天時：山口小学校体育館）
催し 人形遣い・勘緑プロデュース「祭り」
・
浦安の舞、三番叟、「傾城阿波の鳴門 唄
の段」人形遣い・勘緑＋木偶舎、和太鼓ユ
ニット光（コウ）ライブ演奏、音楽花火
※雨天時は内容が変更になります。
問 山口座木偶頭保存会 尾﨑
（☎090－4978－4043）へ

日時 10月13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、パットライス無料配布、
子どもさんとお年寄りの輪投げ大会、
阿波踊り、もち投げ、県警音楽隊に
よる演奏（振り込め詐欺防止啓発活
動）、露店
問 春日野まつり実行委員会
船田（☎090－1575－1630）へ

阿南戦国歴史と観光のガイド募集

海陽町を歩こう！

第６回小学生タックスセミナー
参加者募集

出張労働相談会
日時

10月27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」
相談内容 解雇・賃金未払い・配転など
労使関係のトラブル
相談員 弁護士など
申込方法 できるだけ10月25日㈮17:00
までに電話で予約してください。
費用 無料
問 徳島県労働委員会
（☎088－621－3234）へ

法の日週間行事 無料法律相談
日時 10月２日㈬ 9:30～15:30
場所 徳島地方・家庭裁判所
定員 50人（午前25人、午後25人）
※定員に達した時点で受付を終了します。
相談担当者 弁護士
相談時間 1 人あたり約20分
※事前に電話でお申し込みください。
問 徳島地方裁判所事務局総務課庶務係
（☎088－603－0111）へ

春日野まつり開催

日時 10月27日㈰ 10:00～15:00予定
ルート 海部庁舎～妙見山～愛宕山遊歩道
～遊遊 NASA ～阿佐東線沿い～宍
喰駅の約10km
集合 9:30 海陽町役場海部庁舎前
参加料 会員200円、一般300円
持参物 弁当、飲み物、雨具等
※傷害保険には加入していますが、保険適
用外の事故等は責任を負いません。くわし
くはお問い合わせください。
問 阿南歩こう会（☎22－3188）へ

阿南の歴史観光ガイドを実施するため、昨
年に「新開遠江守隊」を結成しました。歴
史の観光とあわせて阿南の景勝地も紹介し、
地元や市外の人にガイドしていただける方
を募集します。観光ガイドに興味のある方
はご協力ください。
問 新開遠江守隊 代表 松田
（☎090－1171－1464）へ

親子でオリエンテーリングを楽しみながら、
税について学びませんか。参加費は無料で
昼食付きです。
日時 11月２日㈯ 7:30～17:00頃
集合・解散場所 那賀川道の駅
オリエンテーリング
高松市香南町「さぬきこどもの国」
対象 小学４～６年生と保護者
定員 50人 申込締切日 10月22日㈫
問 （公社）阿南法人会（☎23－1055）へ

平成25年度
南部地区
「消費者のつどい」

第32回徳島矯正展

日時 10月22日㈫ 10:00～14:40
場所 コスモホール（情報文化センター）
テーマ 学ぶことからはじめよう「自立し
た消費者に向けて」
管理栄養士 野間智子さんによる
内容
講演「食と健康」 活動発表 作品展示
バザー
問 羽ノ浦消費者協会（☎44－6452）ま
たは市民生活課（☎22－1116）へ

受刑者が 1 日も早い更生復帰をめざして
技術の習得に励み、真心を込めて制作した
作業製品を販売展示します。
日時 10月26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
問 徳島刑務所企画部門（作業担当）
（☎088－644－0114）へ

▼

日時 10月６日㈰ 9:30～開会式
場所 スポーツ総合センター
種目 ９人制 男女フリー
チーム構成 監督１人、コーチ１人、マネ
ージャー１人、選手６人～ 12 人（男女不
問、学生は高校生以上）
試合方法 男性の攻撃は、アタックライン
の後からのみとする。
参加料 １チーム4,000円（当日納入）
問 阿南市バレーボール協会事務局
近藤（☎090－1579－4732）へ

日時
場所
内容

辞書（舟）を編集する（編む）人たちの感
動エンタテインメント！ 2012 年ベスト
セラー第 1 位を映画化！
日時 10月13日㈰ 10:30～、14:00～
場所 文化会館（夢ホール）
入場料 会員800円 一般1,000円（前売り）
問 あなんで映画をみよう会 阿部
（☎090－2788－5465）へ

透析患者様に役立つ情報を提供します。
日時 10月12日㈯ 18:00～19:30
場所 情報文化センター 2 階 研修室 AB
対象 どなたでも
※参加費無料、申込不要
問 徳島南部透析施設談話会事務局
（阿南共栄病院内 ☎44－3131）へ

学校で習っている英語を実際に使って、地
域のＡＬＴ（外国語指導助手）たちと楽し
く英語活動ができる場です！
日時 10 月 20 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 図書室
対象 高校生
参加費 無料
※参加時の服装は自由です。
問 英語活動ひろばＡＣＥ事務局 土井
（☎23－5875）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

榊神社秋祭り

第39回

第1回
阿南市ミックスバレーボール大会

日時 10月20日㈰ 9:00～15:00
場所 立江町青向～峠越え～岩脇
※雨天の場合は27日㈰に順延
※参加自由、参加無料
内容
①歩く：遍路道・昔日の土佐街道（約２㎞）
②作る：かかしさんを木札に描く
③偲ぶ：地域伝来の古道歴史・展示あり
問 あせんだ峠の会事務局 穴山
（☎080－5668－7979）へ

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@city.anan.tokushima.jp

徳島南部透析施設談話会

高校生のための エース
英語活動ひろばＡＣＥ

阿千田越え峠復活イベント
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日時 10月13日㈰ 14:00～（13:30開演）
場所 コスモホール（情報文化センター）
曲目 Impression1999、津軽じょんがら
節、また君に恋してる、アニメメド
レー、ファッションモンスターなど
問 羽ノ浦中学校（☎44－2045）へ

「舟を編む」
上映会

▼

10月13日㈰～平成26年３月23日
㈰の毎週日曜日 10:00～12:00
場所 富岡公民館・ひまわり会館
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2,625円
申込方法 任意の用紙に名前、住所、電話
番号、国籍、書くことができる文字の種類
（ひらがな、カタカナ、漢字）、日本語を学
習した期間、教科書購入希望の有無を記入
のうえ、当日お持ちいただくか、電話また
は電子メールでお申し込みください。
※語学教室（英語・スペイン語・中国語）
も開催しています。
問 阿南市国際交流協会（☎44－6652）へ
E-mail:himawari_aia_2012@yahoo.co.jp

羽ノ浦中学校マンドリン部
第22回定期演奏会

▼

日時

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

▼

在住外国人のための
日本語教室（秋期）

市民の情報ひろばへの掲載について

那賀川源流コンサート
日時 10月27日㈰ 10:00～12:00（予定）
場所 高の瀬峡レストハウス平の里
※阿南市役所横見駐車場から無料送迎あり。
（先着順）
問 那賀川河川事務所
調査課（☎22－6562）へ
※くわしくは、ホームページをご覧ください。
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/

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3日㈭、24日㈭ 13:00～17:00
場所 文化会館１階 工芸室
問 とくしま地域若者サポートステーション
（☎088－602－0553）へ

初心者向け
「パソコン教室」
日時

11月1日㈮～29日㈮
①13:00～14:50 ②15:00～16:50
場所 富岡公民館
内容 インターネット講座、デジカメ講座、
ワード・エクセル2010活用講座（各講座
３回）
受講料 2,100円（テキスト代含む）
定員 各コース22人
※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

県立南部テクノスクール
職業訓練生募集
訓練科 医療事務科２
内容 医療事務基礎・演習、調剤事務、医
事コンピューター操作等
定員 15人
訓練期間 11月６日㈬～平成26年２月５
日㈬（日・祝日・年末年始は休校日）
訓練場所 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 10月16日㈬まで
訓練科 テレオペレーター科
内容 電話対応スキル、ワード・エクセル・
パワーポイント
定員 15人
訓練期間 11月28日㈭～平成26年２月
27日㈭（土・日・祝日・年末年始は休校日）
訓練場所 県立南部テクノスクール
受講料 無料（テキスト代は自己負担）
申込期間 10月4日㈮～11月7日㈭
申込み先

居住地を所管する公共職業安定
所
問 公共職業安定所または南部テクノスク
ール（☎26－0250）へ

ＪＩＣＡボランティア募集
発展途上国で、現地の人々と協働しながら、
人づくり、国づくりに協力します。世界も、
自分も、変えるシゴト「ＪＩＣＡボランテ
ィア」を募集しています。
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 ①満20歳～39歳
（11月5日現在）
②満40歳～69歳
※日本国籍を持つ人
募集期間 10月1日㈫～11月5日㈫
応募書類配布場所 ＪＩＣＡ四国、徳島県
国際交流協会、市役所
問 JICA 四国（☎087－821－8824）へ

シルバー人材センターだより
●相続とエンディングプランセミナー
これからの人生をどう生きるかを考えてみ
ませんか。
日時 10月17日㈭ 10:00～11:30
場所 阿南市民会館 会議室
対象 市内在住のおおむね60歳以上の方
講師 ・ライフスタイリングＦＰ事務所
尾崎 大さん
・弁護士法人リーガルアクシス
弁護士 立石量彦さん
定員 20人（先着順） 受講料 無料
受付開始 10月１日㈫～

●農業体験講習受講者募集
実地体験を通じ、農業の知識の習得と技能
の向上を図る講習会です。
日時 10月22日㈫～25日㈮
10:00～15:00
場所 横見町、向原町ほか
対象 市内在住のおおむね55歳以上の方
定員 12人（先着順） 受講料 無料
募集期間 10月8日㈫～10日㈭

●会員募集中
毎月第 1・3 火曜日の14：00〜説明会を実
施しています。お気軽にお立ち寄りくださ
い。
問 阿南市シルバー人材センター
（☎23－2630）
へ
（※受付10:00～16:00）

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・訓練期間
溶接加工科：12月2日㈪～
平成26年５月30日㈮
電気設備科（デュアル）
：12月２日㈪～
平成26年６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 11月５日㈫まで
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

司法書士による
「法の日」
を記念した相談会
日時

10月１日㈫
午前の部 10:00～12:30
午後の部 12:30～15:00
場所 ひまわり会館 2 階 研修室「うめ」
問 徳島県司法書士会
（☎088－622－1865）へ
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