市民の情報ひろばへの掲載について

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

だい ご

み

卓球というスポーツの醍醐味と感動が一本
の映画に凝縮された、スポーツ娯楽の傑作 !!
日時 10月12日㈰
①10:30～ ②14:00～
場所 文化会館（夢ホール）
入場料
シニア
一般・大学生
小・中・高生

前売り
1,000円
－

当日
1,100円
1,300円
500円

問 あなんで映画をみよう会 阿部
（☎090－2788－5465）へ

第３回阿南市会長杯
ミックスバレーボール大会
日時 11月16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）
特別ルール 男性の攻撃は、アタックライ
ンの後ろからのみとする
参加料 １チーム4,000円（当日集金）
問 阿南市バレーボール協会事務局
近藤（☎090－1579－4732）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 10月９日㈭、23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

合気道教室練習生募集
合気道を学びながら日本武道の礼儀や心を
養ってみませんか。子どもたちの強く、優
しく、たくましい心と身体の育成を願って
教室を開いています。
対象 5歳～15歳
稽古日時 毎週金曜日 19:00～20:00
場所 武道館（大潟町）
受講料 月額2,000円
※別途入会金2,000が必要です。
問 合気道敷島塾阿南道場 川越
（☎49－4077）へ

スポーツいきいき
交流大会
日時
場所
内容

10月19日㈰ 9:30～11:30
那賀川スポーツセンター
親子のふれあい運動遊び、健康体操、
太極柔力球、バドミントン、コンデ
ィショニングケア
参加費 無料
持参物 飲み物、タオル、体育館シューズ
※運動のできる服装でお越しください。
問 Rex なかがわ（那賀川スポーツセンタ
ー内☎42－0390）へ

司法書士による
「法の日」を記念した相談会
日時

10月3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

親子のふれあい
ベビーマッサージ教室
日時 10月14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１枚、赤ちゃんの飲み
物
※要予約
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

親子茶道教室
日時 10月5日㈰ 9:00～12:00
場所 夢ホール 和室
参加費 500円
問 伊勢田宗鶴（☎090－7628－1032）へ

ＪＩＣＡボランティア募集
あなたの技術・経験を開発途上国で生かし
てみませんか。現地の人々との協働で、人づ
くり、国づくりを支援します。
①青年海外協力隊
日系社会ボランティア
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
②満40歳～69歳
※いずれも日本国籍を持つ人
募集期間 10月1日㈬～11月4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

終戦当時の引揚者の方々へ
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日時
場所
内容

10月11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

税関では、お預かりしている次の通貨・証
券などをお返ししています。
終戦後、外地から引き揚げてこられた方
で、上陸港の税関・海軍局に預けられた
通貨・証券など
外地の集結地において、領事館などに預
けられた証券などのうち、日本に送還さ
れたもの
返還の申し出 本人または家族の方
問 小松島みなと合同庁舎内
小松島税関支署
（☎0885－32－0326）へ

▼

四国財務局には、借金を抱え悩んでおられ
る方々のための「相談窓口」を開設してい
ます。一人で悩まずご相談ください。必要
に応じて弁護士・司法書士など、法律専門
家への引継ぎも行っています。
相談料 無料
受付日 月曜日から金曜日（祝日および
12/29～1/3 を除く）
問 四国財務局 多重債務者相談窓口
（☎087－831－2155）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

▼

多重債務でお悩みの方に

日時
場所

日時

11月１日㈯ 11:00～14:00
本庄教育集会所（長生町）の
グラウンド
内容 人権コンサート、手話コーラス、ゲ
ーム、生け花展示、模擬店ほか
※わたがし、ポップコーン、コーヒーゼリ
ー、ホットコーヒーを無料で配布します。
※先着200人に粗品進呈。
問 本庄教育集会所（☎23－2219）へ

那賀川源流コンサート
第33回徳島矯正展
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
業製品を展示・販売します。
日時 10月18日㈯ 9:00～15:30
場所 徳島刑務所（駐車場約 300 台）
内容 所内参観等各種イベント、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
（☎088－644－0114）へ

初心者向け
「パソコン教室」
【インターネット講座】（①②各回定員18人）
11月１日㈯、２日㈰、８日㈯
【作品作り講座】（①②各回定員18人）
11月9日㈰、15日㈯、16日㈰
【デジカメ講座】（①②各回定員18人）
11月22日㈯、23日㈷、29日㈯
時間 ①13:00～14:50 ②15:00～16:50
場所 情報文化センター（羽ノ浦町）
受講料 2,100 円（３回分）
※テキスト代含む
※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
徳島県南支部事務局 庄野
（☎090－2780－3200）へ

那賀川の上流から下流までの流域住民の交
流促進を願って開催します。
日時 10月26日㈰ 9:30～12:00（予定）
場所 四季美谷温泉前広場
※阿南市役所横見駐車場から無料送迎あり
（先着順）
※コンサート出演者、参加者募集に関する
情報はホームページをご覧ください。
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/
問 那賀川河川事務所 調査課
（☎22－6562）へ

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集
募集訓練科
溶接加工科（６カ月）
訓練期間 12月１日㈪～５月29日㈮
電気設備科（デュアル７カ月）
訓練期間 12月１日㈪～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 10月１日㈬～11月４日㈫
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

▼

映画
『ハナ～奇跡の
46日間～』

10月12日㈰ 8:30～22:00
春日野体育館、春日野グラウンド周
辺（羽ノ浦町）
内容 【体育館での催し】
8:30～芸能大会（お楽しみ抽選会）
【グラウンドでの催し】
13:00～パットライス無料配布、
「あめご」つかみ取り大会、ビンゴ
ゲーム、子どもとお年寄りの輪投げ、
もち投げなど
※夜店もたくさん出ます。
問 春日野まつり実行委員会
船田（☎ 090－1575－1630）へ

高校生のための英語活動ひろば
ＡＣＥ(エース)

出張労働相談会（無料）

法の日週間行事 無料法律相談

日時

日時

10月5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
内容 解雇、賃金未払い、配転などの労使
間トラブル
相談員 弁護士など県労働委員会委員
※申込みは不要ですが、 事前予約（10月３
日㈮18：00まで）も可能です。
問 徳島県労働委員会事務局
（☎088－621－3234）へ
※土・日・祝日を除く

10月８日㈬

午前 9:30～12:00
午後 13:00～15:30
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

10月12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 図書室
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

羽ノ浦中学校マンドリン部
第23回定期演奏会
日時
場所
曲目

10月12日㈰ 14:00開演
コスモホール（情報文化センター）
昭和歌謡メドレー、ディズニーメド
レー、J-pop メドレーなど、さまざ
まなジャンルの曲を演奏します。
※入場無料
問 羽ノ浦中学校（☎44－2045）へ

YMCAイベント参加者募集
●ファミリーデイキャンプ
日時 10月19日㈰、11月16日㈰
10:00～15:00（日帰り）
内容 野外料理、クラフトなど
参加費 中学生以上 2,000円
幼児、小学生 1,000円
●秋のわくわくキッズキャンプ
対象 小学生
日時 11月８日㈯～９日㈰ １泊２日
内容 日の出ハイキング、野外料理など
道の駅《公方の郷なかがわ》集
参加費
合10,000円 YMCA集合9,700円
▼

日時
場所

第２回 本庄教育集会所
人権フェスティバル

▼

第40回
「春日野まつり」

市民の情報ひろば

▼

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

問 ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター
（☎33－1221）へ

県立南部テクノスクール
職業訓練生募集
【介護初任者研修科２】
内容 徳島県介護職員初任者研修課程
定員 15人
訓錬期間 11月12日㈬～
平成27年２月10日㈫
※土・日・祝日・年末年始は休校
訓練時間 9:15～16:35
場所 日和佐総合体育館、道の駅日和佐
受講料 無料（テキスト代は自己負担）
申込期間 10月23日㈭まで
申込方法 居住地を所管する公共職業安定
所へお申し込みください。
問 公共職業安定所または南部テクノスク
ール（☎26－0250）へ
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