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

元気いっぱいの演奏と楽しいパフォーマン
スをお届けします。
日時 ９月13日㈰ 14:00開演
場所 夢ホール（文化会館）
曲目 朝の連続テレビ小説メドレー、
J-POPメドレーほか
※入場無料。抽選会もあります。

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。存分にお楽しみください。
なお、ケイキフラ（子供フラ）も同時募集
します !!
日時 ９月27日㈰
開演13:00～（12:30開場）
場所 夢ホール（文化会館）
※入場無料
問 浦田晴子（☎090－2780－2536）へ

スポーツいきいき交流イベント
徳島ままブラス
anan maman メンバー募集
眠ったままの楽器をお持ちの方！管打楽器
でメンバーを大募集します！ママさんブラ
スで一緒に音楽を楽しみませんか？
練習日時 毎週土曜日 18:00～21:00
練習場所 見能林公民館
参加費 毎月2,000円
申込方法 メールでお申込みください
anan_maman@yahoo.co.jp
※合奏の日は託児コーナーあり
問 徳島ままブラス anan maman
池上（☎090－8976－2433）へ
http://ananmaman.wix.com/anan-maman

「ひとり親家庭ふれあいキャンプ
2015」参加者募集
対象

ひとり親家庭の親子
（子どもは３歳以上中学生以下）
日時 10月24日㈯、25日㈰（１泊２日）
場所 国立淡路青少年交流の家ほか
内容 有名シェフの指導を受け、本格的な
ディナー料理に挑戦、ストーンペイ
ンティング、ドッジボールなど
参加費 大人4,000円、子ども3,500円
定員 20組（申込多数の場合は抽選）
申込締切日 10月２日㈮
問（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
（☎088－654－7418）へ

在住外国人のための日本語教室
日程 10月～平成28年３月 毎週日曜日
場所 富岡公民館 講師 三好晴子さん
参加費 1,000円（半期20回分）
教材 「みんなの日本語Ⅰ・Ⅱ」
各2,700円（税込）
※各自で準備してください。
申込方法 電話または電子メールでお申し
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
E-mail himawari_aia_2012@yahoo.co.jp
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日時
場所
内容

10月４日㈰ 9:30～11:30
那賀川スポーツセンター
親子の運動遊び・キックバイク体験、
ニュースポーツ・昔遊び、格闘技エ
クササイズ、健康体操など
参加費 無料
持参物 室内用のシューズ
※動きやすい服装でお越しください。
問 Rex なかがわ事務局（那賀川スポーツ
センター内☎42－0390）へ

身近な薬草展示交換会
日時 ９月12日㈯ 9:30～16:00
場所 道の駅公方の郷なかがわ
各地の主要な薬草・藥木の展示
内容
薬草・藥木の有料苗・健康茶などの販売コ
ーナー 苗ものなどの無料配布（先着順）
薬草栽培に関する相談コーナーなど
問 徳島県薬草協会阿南支部栽培クラブ
松下（☎28－1420）へ

県立南部テクノスクール
受講生・訓練生の募集

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

●訓練科

日時
場所
内容

①ＩＴ技能科 2
②介護初任者研修科 2
対象 離転職者等で、公共職業安定所から
受講あっせんを受けた方
内容 ①ワード、エクセル、パワーポイン
トなど
②徳島県介護職員初任者研修課程
定員 15人（母子家庭の母等の１人を含む）
訓練期間 ①10月21日㈬～平成28年１月
20日㈬ ②11月12日㈭～平成
28年２月10日㈬
※日・祝日、年末年始は休校
訓練時間 ①9:00～15:50
②9:15～16:35
場所 ①四国進学会阿南校
②阿南建設会館
受講料 無料 ※テキスト代は自己負担
申込期間 ①９月24日㈭まで ②９月17
日㈭～10月15日㈭
申込先 居住地を所管する公共職業安定所
●平成28年度南部テクノスクール
４月入校生
塗装技術科（訓練期間１年、定員15人）
自動車整備科（訓練期間２年、定員20人）
第１期募集 ９月１日㈫～10月８日㈭
選考日 10月28日㈬
※提出書類など、くわしくはお問い合わせ
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

▼

問 阿南中学校（☎22－0539）へ

▼

年金制度の基本的な仕組みと定年後
の職業生活設計について
対象者 在職中か求職中の方
日時 ９月16日㈬ 14:00～16:00
場所 阿南市商工業振興センター １階
地域産業開発室
参加費 無料
申込方法 次の問い合わせ先に電話で開催
日の５日前までに申し込んでくだ
さい。
問 徳島県経営者協会
（☎088－625－7701）へ

ジャズ＆フラ
夢のダンスコンサート

▼

内容

阿南中学校吹奏楽部
定期演奏会

▼

生涯現役実現セミナーの開催

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

９月12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

永住者の方へ
永 住 者 の 方 の「 外 国 人 登 録 証 明書 」 は、
2015年７月８日をもってすべて有効期間
が満了しています。まだ「在留カード」を
お持ちでない永住者の方は、至急最寄りの
地方入国管理局等で在留カードの交付の申
請を行ってください。

特別永住者の方へ

「外国人登録証明書」の次回確認（切替）
申請期間」の始期が 2015 年７月８日ま
での方は、同日をもって「外国人登録証明
書」の有効期間が満了しています。まだ「特
別永住者証明書」をお持ちでない特別永住
者の方で、上記証明書をお持ちの方は、至
急、居住地の市区町村役場で特別永住者証
明書の交付の申請を行ってください。
く わ し く は、www.immi-moj.go.jp/eiju/
index.html をご覧ください。
問 外国人在留総合インフォメーションセンター
（☎0570－013904）へ

市民の情報ひろば

夫や恋人との関係を考える講座

滑竹祭vol.４

歴史講演会の開催

夫や恋人とうまくいっていない。怖いと思
うことがある…。このように感じる方、夫
や恋人との関係を見つめ直してみません
か。
対象 女性
日程 ９月３日㈭、17日㈭ 10:00～12:00
場所 南部こども女性相談センター（阿南保
健所）
内容 ①なぜ夫や恋人とうまくいかない
の？どうして怖いの？②夫婦や恋愛におけ
る「コントロール関係」とは？③どうすれ
ば「コントロール関係」から抜け出せるの？
定員 ８人
参加費 無料
申込締切日 ９月２日㈬
問 徳島県南部こども女性相談センター
（☎24－7115）へ

日程

台風11号のため延期していました歴史講
演会を開催します。講師に戦国時代の阿波
を生き抜いた佐々木氏の末裔、西條陽一さ
んをお招きします。
日時 ９月６日㈰ 13:00～15:00
場所 羽ノ浦公民館１階 大ホール
講師 平成24年度とくしま学博士
西條陽一さん
演題 佐々木氏の動向と戦国時代の阿波
※質問コーナーもあります。
問 羽ノ浦歴史サークル 徳川
（☎44－2575）へ

講演会
「SNS の中にいる子どもたち」
～ネット依存・スマホ・LINE～

今、子どもたちのネットでのトラブルが問
題になっています。あなたのお子さん、お
孫さんは大丈夫ですか。子どもたちの現状
を知り、これからどうかかわったらいいか
を一緒に考えましょう。
日時 ９月12日㈯ 13:30～15:30
場所 文化会館 視聴覚室
講師 エンジェルアイズ代表
遠藤美季さん
参加費 無料
問 今と未来のおとなネットワーク
阿部（☎28－0559）へ

就職につながるパソコン講座plus
日本マイクロソフト㈱と協働したパソコン
講座で基本操作を学び、心理学を応用した
プログラムでワークライフに役立つコミュ
ニケーションのポイントを学びます。また、
予約制で若者の就労相談も行っています。
対象 義務教育終了後15～39歳までの無
業の方 ※学生不可
日程（事前にご予約ください）
ワード ９月15日㈫、16日㈬
13:00～16:00
エクセル ９月29日㈫、30日㈬
13:00～16:00
コミュニケーション講座
10月１日㈭ 13:00～14:30
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）
受講料 無料
定員 各講座５人
※コミュニケーション講座のみの受講も可
能です。
申込締切日 各講座とも前日まで
問 とくしま地域若者サポートステーション
（☎088－602－0553）へ

９月20日㈰
※雨天の場合は21日㈷に延期
10:45～ 開会式
11:00～12:00 スケートスクール
12:00～12:30 スラックライン体験
12:40～ スケートコンテスト
16:00～ 閉会式
16:30～18:00 パーク開放（フリーセッ
ション）
スクール受付時間 10:00～10:30
コンテスト受付時間 10:00～12:00
場所 羽ノ浦健康スポーツランド
スケートボード場
持参物 スケートボード、プロテクター
参加費 コンテスト 1,000円
スケートスクール 無料
※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 萩野
（☎090－5276－2508）へ

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集
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 ９月１日㈫～10月５日㈪
●CAD機械科（６カ月）
訓練期間 11月２日㈪～
平成28年４月27日㈬
●住環境計画科（６カ月）
訓練期間 11月２日㈪～
平成28年４月27日㈬
●構造物加工技術科デュアルコース
（７カ月）
※概ね40歳未満の方対象
訓練期間 11月２日㈪～
平成28年５月30日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

「あなん健康増進ロード」
を歩こう（体育祭行事）
日程
集合

９月12日㈯ ※少雨決行
9:30 夢ホール駐車場
コース説明等終了後、出発
解散 12:00頃 阿南駅前
昼食時間は設けません。
コース 夢ホール～市役所～アピカ～スポ
ーツ総合センター～皇子神社～阿南駅
（約７キロ）※平坦な道です。
参加料 300円 小学生以下無料
持参物 飲み物、健康保険証、雨具など
※歩きやすい服装、履きなれた靴でご参加
ください。
※万一の事故の際は、応急処置および傷害
保険（主催者加入）の範囲内の保障しか
できません。
問 阿南歩こう会 新川（☎22－3188）へ

弁護士によるＢ型肝炎特措法
説明会・無料相談会
日程 ９月12日㈯
場所 文化会館１階 工芸室
●講演 13:30～15:00
「Ｂ型・Ｃ型肝炎の最新治療」
講師 徳島赤十字病院、日本肝臓学会専門
医 野々木理子さん
●Ｂ型肝炎ウイルス感染者の救済のための
特別措置法説明会・個別相談会（全国Ｂ型
肝炎訴訟大阪弁護団）
15:15～17:00（受付16:00まで）
※入場無料、申込不要
問 弁護士 真鍋直樹（全国Ｂ型肝炎訴訟
大阪弁護団）
（☎06－6110－9789）へ
Ｂ型肝炎訴訟の相談 全国Ｂ型肝炎訴訟大
阪弁護団（06－6647－0300）へ

徳島航空基地公開のお知らせ
徳島航空基地開隊57周年記念行事に合わ
せて、下記のとおり、基地を一般公開しま
す。ご来場をお待ちしています。
日時 ９月19日㈯ 9:00～15:00
場所 板野郡松茂町住吉字住吉開拓38番地
内容 開隊57周年記念式典（ファンシー
ドリル、阿波おどり大使による１日
群司令）
、飛行展示、航空機地上展示、
シミュレーター体験飛行、広報館・
記念館公開、模擬店：飲食、航空グ
ッズ販売等
問 海上自衛隊徳島教育航空群司令部広報室
（☎088－699－5111 内線3234）へ

行政書士による無料相談会
許認可手続きについて知りたい方は、ぜひ
ご相談ください。
日時 ９月26日㈯ 9:00～12:00
場所 ひまわり会館
相談内容 農地転用、建設業許可、開発許
可などの許認可手続き、相続な
どについて
問 徳島県行政書士会 徳島南部支部
（☎26－1157）へ
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