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。

ＡＳＫＰ結成３周年記念
スケートボードスクール
日時

12月６日㈯ 9:30～17:00
※雨天の場合は7日㈰に延期
場所 羽ノ浦健康スポーツランド
スケートボード場
対象 未経験者や初心者
（性別、年齢制限なし）
内容 周辺の清掃活動、スクー ル、 ミ ニ ゲ
ーム、フリースケート
持参物 ボードおよび保護具
参加費 無料（スポーツ保険加入済み）
※くわしくはブログをご覧ください。
問 阿南スケートボード協会（ＡＳＫ）
萩野（☎090－5276－2508）へ

第36回
四国地区
高等専門学校
総合文化祭
音楽、美術、語学、ロボット、プログラミ
ング、天文、気象、映画など多岐にわたる
高専生の研究成果と日常を確認できる機会
ですので、ぜひお越しください。
日時 12月13日㈯ 13:30～18:30
14日㈰
9:30～16:30
場所 市民会館、ひまわり会館、
スタジオ アレンジ（日開野町）
テーマ 君に魅せたい
※入場無料、申込不要
問 阿南工業高等専門学校 学生課学生係
（☎23－7130）へ
※ひまわり会館は会場変更の場合あり

高校生のための英語活動ひろば
ＡＣＥ（エース）
県内の高校生が学校の枠をこえて、外国語
指導助手（ＡＬＴ）たちと英語が通じる喜
びを感じながら楽しく活動しています。新
たに 5 人のＡＬＴを迎え、ますますにぎ
やかになりました。
日時 12月７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

「光の絆2014」
光のまち
クリスマスイベント

ボランティア募集
１粒のＬＥＤであなたの手づくりのイルミ
ネーションを牛岐城趾公園に展示してみま
せんか。
日時 12月７日㈰ 10:00～12:00
13:00～15:00
場所 光のまちステーションプラザ 2 階
内容 ＬＥＤグラス製作（12月23日～25
日の間、牛岐城趾公園に展示）
参加費 無料
持参物 空きビン（高さ10～20㎝、口径
６～８㎝、ふた付き、洗浄しているもの）
問 阿南光のまちステーションプラザ
（☎24－3141）へ

放送大学４月生募集
シルクロード特別企画
唐王朝・敦煌大壁画展
日時

12月５日㈮～８日㈪
10:00～17:00（８日は12:00まで）
場所 あわぎんホール３階 全展示室
入場料 一般 800円
中高生 600円
問 徳島県日中友好協会
（☎088－655－2629）へ

平成27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。
出願期限 平成27年３月20日㈮
※資料は無料贈呈
問 放送大学徳島学習センター
（☎088－602－0151）へ

ポリテクセンター徳島
職業訓練生の募集

襖、障子の貼り替えなどの知識と技術の習
得を目的とした初心者向けの講習会です。
対象 市内在住のおおむね60歳以上の方
日時 平成27年１月19日㈪～23日㈮の
9:30～16:30（5 日間）
場所 富岡老人いこいの家
内容 襖、障子の貼り替え（実技）
受講料 無料
定員 12人（申込順）
申込方法 12月10日㈬～19日㈮の平日
9:00～16:00 に電話でお申し込みくださ
い。受講者には後日、日程表と会場図等を
お送りします。
問 シルバー人材センター（☎23－2630）へ

「楽しさ丸ごと冬体験in北海道」
参加者募集
内容 全国から参加するお友達との交流体
験、野外活動体験、冬のスポーツ体験、冬
の動物観察、クラフト体験など
日時 12月25日㈭～31日㈬ ６泊７日
場所 北海道（旭川、名寄、札幌）
対象 小学２年生～６年生
定員 20人（申込順）
参加費 159,000 円（羽田経由）
申込締切日 12月５日㈮
問（公財）国際青少年研修協会
（☎03－6417－9721）へ

危険ドラッグの根絶！
薬物乱用者に関することなど、気軽にご相
談ください。
相談場所 県保健福祉部薬務課
相談時間 月～金曜日 9:00～17:00
※年末年始、祝日を除く
薬事法の一部改正平成26年４月１日施行
薬事法の指定薬物について、その「所持」、
「使用」、
「購入」、
「譲受」が新たに禁止され、
違反した場合には罰則が科されます。
問 徳島危険ドラッグ110番
（☎0120－847－110）へ

光のクリスマスイベント

LEDの幻想的な光のなかで…
“ANAN Luminous Town Project2014 X’mas”

12月23日㈷～25日㈭

17:30～21:00

23日 点灯式、おもてなしイベント、ダンスほかステージイベント
24日 光の結婚式
25日 各地のイメージアップキャラクターステージショーほか
※３日間とも模擬店あり。
※天候により、日程を変更することがあります。
場所 牛岐城趾公園、光のまちステーションプラザ、JR 阿南駅ほか
問 阿南光のまちづくり実行委員会（阿南商工会議所内☎22－2301）へ

第19回阿南支援学校祭
日時 12月６日㈯ 9:30 ～14:30
場所 阿南支援学校
表現の部（午前）：児童・生徒が
内容
日頃の学習の成果を発表
催しの部（全日）：花の苗や野菜
の販売、陶芸・木工製品の展示販売、
PTA に よ る 食 品 バ ザ ー（ カ レ ー、
寿司、おにぎり、パンなど）
※リサイクル品のバザー、手工芸品の販売
は13:00から行います。
問 阿南支援学校（☎22－2010）へ
▼

表装講習受講者募集

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。２月号の締め切りは12月25日㈭です。
メールアドレス hisho@city.anan.tokushima.jp

にゃんこコミュニティーサイト
ねこもふ
動画の投稿で里親募集ができるほか、迷子
猫掲示板や猫自慢の動画を投稿したりする
コンテンツが無料で利用できます。猫の殺
処分数を減らすため、ぜひご利用ください。
ホームページアドレス
http://neko-mofu.com/
問 合同会社Happy Jam
檜原（☎090－9777－5625）へ
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標準営業約款制度
「Ｓマーク」
をご存じですか！
標準営業約款制度は、法律で定められた消
費者（利用者）擁護に資するための制度で
す。厚生労働大臣認可の約款に従って営業
することを登録した「理容店」
「美容店」
「ク
リーニング店」「めん類飲食店」「一般飲食
店」では、店頭にＳマークを掲げています。
登録店は、安心・安全・衛生を約束する信
頼できるお店です。
問（公財）徳島県生活衛生営業指導センター
（☎088－623－7400）へ

吹奏楽経験のある方、一緒に音楽を楽しみ
ましょう。子ども連れでも参加可。
練習日 土曜日 18:00～20:00
（月 1 回日曜日13:00～17:00）
準備物 楽器、譜面台
※参加費、練習会場など、くわしくはお問い
合わせください。
問 ＮＰＯ法人夢ホール市民協議会夢つくり
あなん（☎23－5599）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

民暴弁護士等による
暴力に関する無料相談会

日時
場所
内容

日時 12月６日㈯ 13:00～16:00
場所 徳島クレメントプラザビル４階
相談内容 「契約書に暴力団を排除できる
条文を盛り込みたい」、「不当要求の対応要
領を知りたい」、「みかじめ料等や門松を買
うよう要求される」、「暴力団が家賃を払っ
てくれない」など
問 警察本部暴力追放ダイヤル（☎088－
626－0110）ま た は（公財）徳 島 県 暴 力 追
放県民センター（☎0120－893－171）へ

12月６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

対象 小学生以上（３年生以下は保護者同伴）
参加費 １回につき100円（保険料）
持参物 体育館シューズ
【サンアリーナ体育館（サブアリーナ）
】
日時 12月24日㈬、26日㈮
10:00～12:00
問 スポーツ総合センター
（☎22－2300）へ
【阿南工業高等学校（多目的ホール）
】
日時 12月27日㈯ 19:00～21:00
問 青嵐バウンドテニスクラブ
戸井（☎49－1785）へ

ままブラス anan maman
メンバー募集

訓練科

・テクニカルオペレーション科
・住環境計画科
訓練期間 平成27年２月２日㈪～
７月31日㈮
訓練科 溶接加工科（デュアル）
訓練期間 平成27年２月２日㈪～
８月31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 12月１日㈪～平成27年１月５
日㈪（溶接加工科は１月22日
㈭まで）
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

冬休みバウンドテニス教室
参加者募集

若者UPプロジェクト
就職に繋がるパソコン講座
日本マイクロソフト株式会社と協働し、最
新のパソコンでエクセルの基本操作を学び
ます。（要予約）
日時 12月9日㈫、
10日㈬ 13:00～16:00
場所 里美ビル１階（富岡町玉塚21番地
南部ライフサポートセンター隣）
対象 義務教育終了後、15歳～39歳の無
職の方（※学生不可）
定員 ５人 受講料 無料
申込締切日 12月８日㈪

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 12月11日㈭、25日㈭ の
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
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