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。４月号の締め切りは２月27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
親子のふれあい
ベビーマッサージ教室

第７回県南いきいきテニス大会
参加チーム募集

日時 ３月１日㈰ 13:00～16:00
場所 ひまわり会館２階 ふれあいホール
会費 1,000円
主催 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

日時

「相続登記はお済みですか」
月間相談会
日時 ２月５日㈭ 10:00～15:00
場所 文化会館 研修室２
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

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時
場所
内容

２月14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）
（☎088－679－4440）
土・日曜日は地域会員 花野
（☎090－3787－0305）へ
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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
（☎090－2788－5465）へ

NHK学園生徒募集中

▼

募集内容 平成27年度高等学校普通科（３
年制）生徒、社会福祉士養成課程および生
涯学習通信講座受講者
出願期限
高等学校普通科
４月30日㈭ 必着
社会福祉士養成課程
２月25日㈬ 必着
生涯学習通信講座：通年申込受付
※まずは、無料案内書の請求を。
問 Ｎ Ｈ Ｋ 学 園（ ☎042－572－3151）、
案内書請求フリーダイヤル
（☎0120－06－8881）へ

▼

日程・テーマ
１月30日㈮「さまざまな分野への応用Ⅰ」
２月 6日㈮「集虫・集魚・忌避への応用」
13日㈮「さまざまな分野への応用Ⅱ」
20日㈮「オブジェ・照明・ディスプ
レイへの応用」
27日㈮「鮮度保持、殺菌への応用」
時間 18:30～20:20
場所 阿南工業高等専門学校 創造テクノ
センター4階 マルチメディア室
※参加費無料・申込み不要
※１回のみの参加も可能です。
問 阿南工業高等専門学校 総務課
企画情報係（☎23－7215）へ

シニア
一般・大学生
小・中・高生

前売り

▼

阿南高専
ＬＥＤ応用技術セミナー

３月１日㈰ 9:00～17:00
※雨天の場合は15日㈰に延期
場所 南部健康運動公園テニスコート
試合 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20日㈮
問 阿南市テニス協会 田井
（☎44－5290）へ

実在する藩を舞台に、笑って、泣けて、熱
くなる、感動の歴史エンターテイメント超
大作です！
日時 ２月15日㈰
①10:30～ ②14:00～
場所 市民会館
入場料

楽しい英会話教室受講生募集
やさしい初歩の英会話をみんなで楽しく学
習しませんか。見学も受け付けしています。
日程 毎月第２・４火曜日 14:00 ～ 16:00
場所 ひまわり会館
※年間諸経費が必要です。くわしくは、お
問い合わせください。
問 楽しい英会話教室 松田
（☎090－8284－1743）へ

『あなん丼ＢＯＯＫ』第４号を発行
阿南産の鱧をメーンに仕上げた「鱧あなん
丼」や阿南の食材を使った「創作あなん丼」
を提供する30の提供店をはじめ、鱧あな
ん丼ＰＲキャラクター「ハモーン」のプロ
フィールなどを紹介しています。
お店巡りを楽しめるようスタンプラリーも
実施していますので、ぜひご賞味ください。
冊子設置場所 あなん丼認定店、市内の公
共施設、阿南商工会議所など
※ホームページにも掲載しています。
http://www.anancci.or.jp/anandon.pdf
問 阿南商工会議所青年部事務局
（☎22－2301）へ

サテライト相談所開設
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５日㈭、26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

平成27年１月から「サテライト相談所」
が開設されました。経営のあらゆるお悩み
のご相談に対応します。
開設日時
開設場所

毎月第１水曜日10:00～16:00
南部総合県民局阿南庁舎 3 階
協議室
問 徳島県よろず支援拠点
とくしま産業振興機構内
（☎088－654－0103）へ

阿南市婦人連合会
第５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 ３月１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 渡守
（☎26－1302）へ

光のまちステーションプラザ
２月の催し
■展示コーナー 10:00 ～ 20:00
※最終日は終了時間が異なります。
○キャンドルとプリザーブドフラワー展
１日㈰～15日㈰
○点描墨絵展 17日㈫～３月１日㈰
■体験コーナー
○楽しくプリザーブドフラワーアレンジ
８日㈰ 13:00～15:00
【申込締切日】６日㈮
【参加費】2,500円
【定員】10人
【持参物】はさみ
■阿波踊り活竹人形、星形あんどん作り
常時開催中！
問 阿南光のまちステーションプラザ
（☎24－3141）へ

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
新のパソコンでワードの基本操作を学びま
す。
日時 ２月３日㈫、４日㈬
13:00～16:00（エクセル）
２月17日㈫、18日㈬
13:00～16:00（ワード）
場所 富岡町玉塚21番地里美ビル１階
（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歳まで
の無業の方
※学生はご遠慮ください。
定員 各５人 受講料 無料
申込締切日 ２月 ２ 日㈪ （エクセル）
２月16日㈪ （ワード）
問 とくしま地域若者サポートステーション
（☎088－602－0553）へ

文化あなん
第18号
原稿募集
中学・高校生を含む市民の皆さまから文化
あなん第18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７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
（☎090－1572－6070）へ

高校生のための英語活動ひろば
ＡＣＥ（エース）
阿南市の外国語指導助手たちと、楽しいバ
レンタインウイークエンドを過ごしません
か。ＡＬＴから手作りチョコレートのプレ
ゼントがあるかもしれませんね。
日時 ２月15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時以降

講座受講者募集
●家庭菜園講習（無料）
対象 市内在住のおおむね50歳以上の方
日時 ２月24日㈫、25日㈬の2日間
10:00～15:00
場所 向原町 畑（受講者には日程表と会
場図をお送りします）
内容 畑作り、ジャガイモの植付など
定員 10人程度（申込順）
募集期間 ２月２日㈪～17日㈫
●整理収納講習会（無料）
対象 市内在住のおおむね60歳以上の方
日時 ２月25日㈬、26日㈭の２日間
10:00～15:00
場所 市民会館 3 階
講師 整理収納アドバイザー
みなもと麻衣子さん
内容 間取り、キッチン、クローゼット編
定員 15人程度（申込順）
募集期間 ２月２日㈪～６日㈮
問 阿南市シルバー人材センター
（☎23－2630）へ
※受付時間 平日9:00～16:00

ＤＶのない地域づくり
パートナー関係を豊かにする
コミュニケーション講座

～男性の視点が変わる思いやりのヒントを学ぶ～
夫婦間葛藤の問題やＤＶ加害者のクローズ
ドミーティングに携わってきた方にヒント
を学びませんか。入場無料です。
日時 2月15日㈰ 13:30～15:30
場所 ひまわり会館２階 梅
講師 臨床心理士 IFF・CIAP 相談室セ
ラピスト 田中淳一さん
問 わくわく男女共同参画2013・パープル
シード 福本（☎090－1327－4199）へ

健康とくしま
“ウォーキング・ラリー”
事業

～阿南の町あるきを楽しんで、
メタボ・ロコモ予防にチャレンジ～
日時 ２月22日㈰ 9:45～
（受付9:15～）
集合場所 牛岐城趾公園
コース 阿南公園を往復します。
参加費 500円 ※ポール貸出200円
申込方法 電話またはファクシミリでお申
し込みください。ファクシミリの場合は、
住所、氏名、年齢、電話番号を記入して送
信してください。
申込締切日 ２月20日㈮
問 とくしまノルディック・ウォーク協会
（☎088－669－6223・FAX088－
642－5003）へ

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集
募集訓練科
電気設備技術科（６カ月）
住宅リフォーム技術科（６カ月）
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２日㈪～３月２日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

▼▼

チャリティーパーティー
第14回 「ダンスの集い」

映画
『超高速！
参勤交代』

ベビーマッサージを通して、ママから赤ち
ゃんへ「大好き」をたくさん伝えましょう。
（要予約）
日時 ２月10日㈫ 10:00～11:00
場所 那賀川社会福祉会館２階
定員 親子５組
参加費 1,000 円
持参物 赤ちゃんの飲み物
バスタオル１枚
問 RTA 指定スクール Romaly 金光
（☎24－8710）へ
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