市民の情報ひろばへの掲載について

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。11月号の締め切りは９月30日㈫です。
メールアドレス hisho@city.anan.tokushima.jp

阿南少年少女合唱団
団員募集

稲刈り体験講習
受講者募集

個別音感指導をしています。歌大好きな子
どもたち、一緒に歌いましょう。一度見学
にお越しください。
対象 ３歳～高校生
日程 毎週土曜日
基礎コース 13:30 ～ 14:15
中級コース 14:15 ～ 16:00
場所 ひまわり会館２階 21世紀室
受講料 月額3,000円
※別途、年会費3,000円が必要です。
問 中原（☎22－4222）または
杉尾（☎088－652－8823）へ
opera.tokushima@ezweb.ne.jp

実地体験を通じ、農業の知識習得と技能向
上を目的とした初心者向けの講習会です。
日時 ９月24日㈬～26日㈮の３日間
10:00～15:00
場所 横見町下木戸の田・畑（受講者に日
程表と会場図をお送りします）
内容 稲刈り・畑作りなど
対象 市内在住のおおむね50歳以上の方
受講料 無料
定員 10人程度（申込順）
募集期間 ９月１日㈪～12日㈮
※土・日曜日は受付できません
受付時間 平日 9:00 ～ 16:00
問 阿南市シルバー人材センター
（☎23－2630）へ

牟岐町「季節のみち」を歩こう！
日時 10月５日㈰ 9:15～14:30（予定）
ルート JR 牟岐駅～内妻海岸～古江海岸
～正観寺入口～ JR 牟岐駅
距離 約10km
集合 9:00 牟岐駅前
参加料 会員：200円
一般：300円（小学生以下無料）
持参物 弁当、飲み物、雨具等
※長ズボン、長袖シャツ、履き慣れた靴で
ご参加ください。
※傷害保険には加入しています。その範囲
内および応急処置以外の疾病の責任は負
いません。
問 阿南歩こう会 三間知樹
（☎22－1237）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 ９月11日㈭、25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

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時
場所
内容

９月13日㈯ 9:00～12:00
ひまわり会館
遺言の書き方、エンディングノート
とはなにか、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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市民の情報ひろば
わくわく男女共同参画あなん2013継続事業講演会

子づれシングルと子どもたち

～ひとり親家庭で育つ子どもたちの生活実態～

在住外国人の
ための日本語
教室（後期）
日程

10月19日㈰～平成27年３月22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Ⅰ、Ⅱ」
各2,700円
申込方法 電話またはメールでお申し込み
ください。
※スペイン語、中国語、英語教室も開催し
ています。
問 阿南市国際交流協会（☎44－6652）へ
himawari_aia_2012@yahoo.co.jp

ジャズ＆フラ
夢のダンスコンサート
フレンズ（ジャズダンスクラブ）とハーラ
ウ・ナニ・アイカネアナン（フラ）、シー
ズ（知的障害者更生施設）によるダンスの
発表会を開催します。
日時 ９月23日㈷ 13:30～（13:00開場）
場所 富岡公民館 大ホール
※入場無料
問 浦田晴子（☎090－2780－2536）へ

阿南中学校箏曲部定期演奏会
さわやかな箏の音色をお楽しみください。
日時 ８月31日㈰ 13:30開演
場所 夢ホール（文化会館）
曲目 「春の詩集」、「箏のしらべ」ほか
※入場無料
問 阿南中学校（☎22－0539）へ

日時
場所
講師

第６回
宝田花火大会
日時 ８月30日㈯ ※雨天順延
場所 宝田公民館周辺
駐車場 宝田小学校、阿南工業高等学校
内容 14:00～ 水鉄砲大会
15:00～ 宝だ！宝さがし
16:00～ 宝田保育所催し
17:00～ 餅投げ
19:00～ 太鼓演奏・阿波踊り
20:00～20:30 花火大会
※露店もあります（14:00 ～ 21:00）
問 宝田青年会
武市（☎090－4506－6210）へ

無料職業紹介所の開設
平成26年８月から農業の担い手として、
農繁期に労働力を必要としている「求人者
（生産農家）」と農作業の仕事がしたい
「求職者」を結びつける「無料職業紹介
所」をＪＡアグリあなん管内全域を対象と
して開設しています。担い手の高齢化等に
より労働力不足に悩む生産農家に、人材を
無料で紹介・斡旋し産地の維持・強化を図
ることを目的としています。

親子の
ふれあいベビーマッサージ教室
ベビーマッサージを通して親子のふれあい
を楽しみます。予約が必要です。
日時 ９月９日㈫ 10:00～11:00
場所 中野島公民館
定員 親子10組
参加費 500円
持参物 バスタオル、赤ちゃんの飲み物
問 ＮＰＯ法人ロイヤルセラピスト協会指定
スクールRomaly 金光（☎090－9455
－3937）へ

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

対象 ＪＡアグリあなん管内の生産農家お
よび市内在住の農作業従事者
申込方法 ＪＡ各支店、農林水産課、阿南
農業支援センターにある求人票・求職票を
作成し、「無料職業紹介所」（ＪＡアグリ
あなん内）までお申し込みください。
問 ＪＡアグリあなん無料職業紹介所
（☎080－1991－8532）へ

新野高校文化祭

一般公開

新野高校にぜひお越しください。生徒一同
お待ちしています。
日時 10月５日㈰ 10:00～14:00
場所 新野高等学校（新野町）
内容 模擬店、バザー、授業で作成した生
徒の作品等の展示、その他、イベン
ト盛りだくさんです。
問 新野高等学校（新高祭運営委員会）
（☎36－3215）へ

知っていますか?建退共制度
事業主の方々が、労働者の働いた日数に応
じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、
その労働者が建設業界で働くことをやめた
ときに建退共から退職金を支払う制度です。
加入できる事業主 建設業を営む方
対象となる労働者 建設業の現場で働く方
掛金 日額310円
問 建退共徳島県支部
（☎088－622－3113）へ

中小企業退職金共済制度
ご存知ですか？
中退共の退職金制度
・国の制度だから安心
・掛金は全額非課税
・社外積立で管理も簡単
※くわしくは、ホームページをご覧くださ
い。
問 （独）勤労者退職金共済機構 中小企
業退職金共済事業本部 事業推進部
（☎03－6907－1234）へ
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

親子体験教室
開催日 ９月23日㈷
場所 クラブコルツ
（那賀町谷内中分103）
内容 動物とのふれあい、えさやり
対象 ひとり親家庭の親と子
（子ども３歳以上中学生以下）
定員 30組（応募者多数の場合は抽選）
参加費 子ども・大人 各1,000円
持参物 水筒、帽子、サンダル、日焼け止
め、タオル、着替え
申込締切日 ９月10日㈬

「母と子の自然教室in淡路」
参加者募集
日程
場所

10月４日㈯～５日㈰（１泊２日）
国立淡路青少年交流の家および淡路
島内
対象 ひとり親家庭の親と子
（子ども３歳以上中学生以下）
定員 20組（応募者多数の場合は抽選）
参加費 子ども3,500円、大人4,000円
（１泊３食、保険料ほか含む）
申込締切日 ９月19日㈮
※くわしくは、お問い合わせください。

県立南部テクノスクール
平成27年４月入校訓練生募集
募集科名 塗装技術科
訓練期間 平成27年4月から１年間
応募資格 特になし
定員 15人
申込期間・選考日
●第１期募集 ９月１日㈪～10月８日㈬
（選考日 10月29日㈬）
●第２期募集 12月３日㈬～
平成27年１月13日㈫
（選考日 １月28日㈬）
選考方法 筆記試験（国語・数学）、面接
申込方法 入校願書等を南部テクノスクー
ルまたは公共職業安定所に提出してくださ
い。くわしくは、お問い合わせください。
問 県立南部テクノスクール
（☎26－0250）へ

９月20日㈯ 13:30～15:30
ひまわり会館 ふれあいホール
神戸学院大学現代社会学部
教授 神原文子さん
対象 どなたでも
参加費 無料
問 阿南市男女共同参画室分室
（☎24－3750）または
子ども分科会 阿部（☎28－0559）へ

問（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
（☎088－654－7418）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
センターにつないだりするボランティアを
募集しています。
対象 18歳以上の方と団体
問 徳島県消費者情報センター
石川・林（☎088－623－0612）へ
（水曜日・祝日・年末年始を除く）
http://www.pref.tokushima.jp/shohi

行政書士による無料相談会
徳島県行政書士会、徳島南部支部による無
料相談会を次の要領にて実施します。許認
可手続きについてお知りになりたい方は、
ぜひご相談ください。
日時 ９月20日㈯ 9:00～12:00
場所 ひまわり会館
相談内容 農地転用、建設業関係、開発許
可、自動車運送関係等行政に係る許認可手
続き・相続等について
問 徳島県行政書士会 徳島南部支部
（☎42－3173）へ
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