日時
場所
会費
主催

２月９日㈰ 13:00～16:00
ひまわり会館 大ホール
1,000円
国際ソロプチミスト阿南

問 阿南市文化協会所属 マドンナダンスク
ラブ 吉田（☎27－0154）へ

中学・高校生を含む市民の皆さまから文化
あなん第17号の原稿を募集します。
募集内容 俳句、短歌、川柳、漢詩、随筆
など
掲載料 無料
原稿締切日 ３月15日㈯
※編集委員会による選考があります。
※投稿規定など、くわしくは文化振興課
（文化会館内）でお受け取りください。
問 阿南市文化協会事務局 松浦 孝
（☎090－1572－6070）へ

2013年キネマ旬報第１位 !!
豪華キャストと日本映画の底力が集結。
笑いと愛をおとどけします。
日時 ２月16日㈰ ①10:30～②14:00～
場所 市民会館
入場料 一般・大学生 前売り1,000円
当日 1,300円
小・中・高生、会員 800円
シニア 1,000円
問 あなんで映画をみよう会 阿部
（☎090－2788－5465）へ

県南いきいきテニス大会
参加チーム募集
日時
場所
試合

３月２日㈰ 9:00～17:00
南部健康運動公園テニスコート
シニアチーム対抗戦
1 チーム６人（男性４人・女性２人）
とします。
参加費 １チーム6,000円
申込締切日 ２月21日㈮
問 阿南市テニス協会 田井
（☎44－5290）へ

第２回
農業体験講習受講者募集
実地体験を通じて農業の知識習得と技能向
上をはかる、初心者向けの講習会です。
対象
日時

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集
訓練科

電気設備科
住宅リフォーム技術科
訓練期間 ４月１日㈫～９月29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３日㈪～３月３日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

「声の広報」
ボランティア募集
「広報あなん」をテープとＣＤに吹き込ん
でいただけるボランティアを募集します。
活動は月２回で、原稿の読み合わせやテー
プ・ＣＤへの録音を行います。あなたの声
の力をお貸しください。
※パソコン操作ができる方歓迎
問 社会福祉協議会（☎23－7288）へ

市民劇団ふるさと創作ミュージカル

「新開桜」公演に伴う広告主募集

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時 ２月８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
とは何か、相続の手続き、成年後見制度な
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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人を思いやる強さと、今やらなければいけ
ないこと、そして先祖に感謝し、今を生き
ていかなければならない命の大切さを伝え
るミュージカルです。
掲載枠（掲載料）
●チケット広告
各部1,000枚 作 成 す る チ ケ ッ ト の 裏 面
（全面）に掲載します。（30,000円）
※希望する部をお伺いします。
●プログラム広告
ご芳名を掲載したプログラム2,800部作
成して当日に配布します。（5,000円）
募集期間 ２月10日㈪まで
公演日 ５月５日（昼の部、夜の部）
５月６日（朝の部、昼の部）
問 市民劇団ふるさと創作ミュージカル
「新開桜」事務局（☎22ー1798）へ

阿南市婦人連合会
第４回大運動会開催
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11日㈷ 10:00～
場所 スポーツ総合センター
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。
問 阿南市婦人連合会 池添
（☎090－1576－7714）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13日㈭、27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

「相続登記はお済みですか月間」
相談会
日時 ２月14日㈮ 10:00～15:00
場所 ひまわり会館２階 研修室うめ
内容 相続登記に関する相談
問 徳島県司法書士会
（☎088－622－1865）へ

50歳以上
２月25日㈫～27日㈭
10:00～15:00
場所 向原町（横手石油さん東隣り）
内容 トマト等のトンネルハウス栽培、花
の植え替えなど
定員 10人程度（申込順）
受講料 無料
応募方法 ２月10日㈪～14日㈮の間に電
話でお申し込みください。ただし、11日
㈷は除きます。（受付 9:00～16:00）
問 阿南市シルバー人材センター
（☎23－2630）へ

高校生のための英語活動ひろば
ＡＣＥ（エース）
学校で習っている英語表現を実際に使って、
ALT（外国語指導助手）たちと会話し、英
語が通じる喜びを感じてみませんか。お友
達も誘って気軽にご参加ください。
日時 ２月９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１階 小会議室
対象 高校生
参加費 無料
問 英語活動ひろばACE事務局 土井
（☎23－5875）へ ※19:00以降

医療フォーラム
「高齢者の在宅医療を考える」
日時 ２月20日㈭ 13:45～16:30
場所 阿南保健所２階 大会議室
基調講演（13:55～15:15）
「認知症の課題と基礎知識～認知症高齢者
の救急・災害医療も含めて考える～」
講師 東京都健康長寿医療センター
研究所 研究部長 粟田主一さん
座長 阿南共栄病院 戎谷大蔵さん
シンポジウム（15:20～16:30）
高齢化時代を迎えて～より良く生きるため
に、地域の絆で命のバトンを紡ごう～
コーディネーター
阿南市医師会会長 岸 彰さん 阿南市
那賀郡歯科医師会会長 岡本好史さん
申込締切日 ２月10日㈪
問 南部総合県民局保健福祉環境部（阿南）
防災・企画医療担当（☎22－0072）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
【交通遺児等へ育成資金貸付け】
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
問 （独）自動車事故対策機構徳島支所（☎088－631－7799）へ

山本綾子

●懐かしい日本歌曲を中心に
日時 ２月５日㈬ 14:00～14:30
場所 富士医院（新野町）
出演者 山本綾子（ソプラノ）
植田理絵子（ピアノ）
●ジャジーな雰囲気をお楽しみください
日時 ２月15日㈯ 14:00～14:30
場所 阿南ルーテル教会（七見町）
出演者 井手端聡（クラリネット）
梅本敏行（ピアノ）
※入場無料
問 ＮＰＯ法人夢ホール市民協議会
夢つくりあなん（☎23－5599）へ

阿波南部
シェアリング
ネイチャー
自然と遊ぼう
月例会
対象 小学生以上（幼児は保護者同伴）
２月９日㈰ 10:00～12:00 ／冬
日程
の山を探検しよう（羽ノ浦町岩脇明見山）
３月９日㈰ 10:00～12:00 ／春発見、
最後にみんなで春の詩を作ってみよう（阿
南市東部自然公園）
参加費 100円
※運動のできる服装で、帽子と水筒を持参
してください。
問 阿波南部シェアリングネイチャーの会
事務局 松田
（☎080－5665－1567）へ
▼

チャリティーパーティー
第13回「ダンスの集い」

映画
「ペコロスの母
に会いに行く」

夢ホールコンサート
出演者による
ミニコンサート

▼

文化あなん
第17号
原稿募集

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。４月号の締め切りは２月28日㈮です。
メールアドレス hisho@city.anan.tokushima.jp

▼

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

市民の情報ひろばへの掲載について

ＳＮＳ利活用講座
Facebookで地域の魅力を
発信しよう！
ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）を活用した地域情報発信講座を
開催します。
対象 観光・特産品などを利活用し、地域
の情報発信をしたいと考えている自
治体や企業、住民
日時 ２月21日㈮ 13:30～16:30
場所 ひまわり会館 2 階 研修室うめ
定員 40人程度
※定員になり次第締め切り
受講料 無料
申込方法 電話で２月20日㈭までにお申
し込みください。
（土・日・祝日は除きます）
問 公益財団法人ｅ ‐ とくしま推進財団
（☎088－621－3556）へ
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