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。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

「お客さま」「お店」「地域」
三方よしの得する
街のゼミナール

「阿南まちゼミ」
参加店募集中！

阿南市内の各商店の店主やスタッフが講師
となり、プロならではの専門的な知識や情
報・コツを無料で受講者に伝える、少人数
制のゼミナール「第５回阿南まちゼミ」を、
平成28年２月に開催します。
現在、参加店舗を募集していますので、参
加を希望される店主の皆さまは、説明会に
ご参加ください。
日時 12月４日㈮ 18:30～
場所 阿南商工会議所３階 研修室
問 阿南商工会議所 野村
（☎23－2301）へ

●第９回発表会
日時 12 月６日㈰ 13:30 ～（13:00開場）
場所 夢ホール（文化会館）
※入場無料
問 バレエスタジオ・トゥインクル
岡崎恵子（☎090－1320－788）へ

阿南商工会議所女性会
創立40周年記念講演会
ユズの皮が不法投棄されているとニュース
で知り、「こんなすばらしい食材が、ごみ
扱いされるなんて」…と立ち上がり、66
歳で創業開始。三澤社長はどこまででも、
足を運ぶ。経営は順調とまではいかないが
「ユズみそ作りを通して、目の前の１人を
笑顔にしたい」との思いが揺らぐことはな
かった。
日時 12月３日㈭ 13:30～15:00
場所 阿南市商工業振興センター 2 階
講師 株式会社 柚子りっ子
代表取締役 三澤澄江さん
演題 「山の恵みをあなたに、あなたの
やさしさを 山に “ 柚子りっ子 ”」
※入場無料
問 阿南商工会議所女性会
（☎22－2301）へ
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光のクリスマスイベント

ママ戦力セミナー
第３回パソコン
スキルアップ講習

LEDの幻想的な光のなかで…
“ANAN Luminous Town Project2015 X’mas”

12月23日㈷～25日㈮

17:30～21:00

日時

平成28年２月２日㈫～３月１日㈫
10:00～15:30
場所 阿南市商工業振興センター
定員 15人
対象 結婚や出産を機に離職し、本気で再
就職を希望する女性。全日程に参加
できる方。
受講料 無料 託児付き（無料）
申込締切日 平成 28 年１月７日㈭まで
※パソコンだけでなく、マナー・履歴書の
書き方から面接の際のアピール方法ま
で！再就職へ向けて多彩な講師陣がサポ
ートいたします。お気軽にお問い合わせ
ください。
問（公財）徳島県勤労者福祉ネットワーク
塩田・徳永・井口
（☎088－655－2940）へ

バレエスタジオ・トゥインクル

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

第15回篠岡杯ソフトバレー
ボール大会開催
日時 12月６日㈰ 9:00～開会式
場所 スポーツ総合センター
種目 レディース（30歳代、40歳代、50
歳以上、フリー）ミックスブロンズ
（男女30歳代）、ミックスシルバー
（男女40歳代）、ミックスゴールド
（男女50歳以上）、ミックスフリー
（男女年齢制限なし）の８種目
問 阿南市バレーボール協会
瀧本（☎090－7627－6984）、または
辻（☎090－3184－3016）へ

阿南市ボランティアフェスティバル

フリーマーケット出店募集
日時

平成28年１月16日㈯
11:00～14:00
場所 文化会館
出店条件 市内在住の方
募集数 15店
※応募者多数の場合は抽選
スペース 2.5ｍ╳2.5ｍ
参加料 無料
申込締切日 12月25日㈮
問 阿南市ボランティア連絡協議会
（☎23－7288）へ

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集

高校生のための英語活動ひろば
ACE（エース）

募集訓練科
●ＣＡＤ機械科（６カ月）
●住環境計画科（６カ月）
訓練期間 平成28年２月２日㈫～７月28
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２日㈫～平成28年１月４
日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

学校で習った英語の知識を総動員して、Ａ
ＬＴたちと英語活動ができる場所です。身
近な事柄や時事ニュースを英語でなんとい
うのか、また ALT との交流や外国の文化
に興味のある方はぜひご参加ください。１
人での参加も大歓迎です。
日時 12月６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

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

冬休みバウンドテニス教室
参加者募集

問 英語活動ひろばＡＣＥ事務局 土井
（☎23－5875）へ ※19:00以降

対象

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

第20回阿南支援学校祭

日時
場所
内容

日時
場所
内容

12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

※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。

12月５日㈯ 9:30～14:30
阿南支援学校
○表現の部（午前） 児童・生徒が
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）
※リサイクル品バザー、手工芸品は13:00
から販売します。
問 阿南支援学校（☎22－2010）へ

放送大学４月生募集
平成28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28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

赤ちゃんとママのふれあい講座
●ベビーマッサージ教室
手のぬくもりから赤ちゃんへ「大好き」を
たくさん伝えよう！
日時 12月８日㈫ 10:00～11:00
持参物 赤ちゃんの飲み物、バスタオル１
枚
●ベビースキンケア教室
冬にカサカサお肌にならないために、正し
い保湿の知識を学ぼう！
日時 12月15日㈫ 10:00～11:00
持参物 赤ちゃんの飲み物、バスタオル１
枚
〈共通事項〉
場所 那賀川社会福祉会館２階
対象 ０～２歳までの親子
定員 ５組
参加費 1,500円
※要予約
問 ＲＴＡ指定スクール Romaly 金光
（☎24－8710）へ

ママのためのママ友会
にこにこパーク
「風船で遊ぼう！」
子育てをはじめ日常生活のなかですぐに使
えるコーチングやコミュニケーションのコ
ツを体験しながら楽しい時間を過ごしまし
ょう。子どもの好きな方も大歓迎です。
日時 12月16日㈬ 10:00～12:00
場所 阿南図書館 2 階 和室
参加費 1,200円
持参物 お子さまのお茶、オムツ
申込締切日 12月15日㈫
問 野口（☎090－8698－3221）へ
※19:00以降
E-mail：21coach.tomo@gmail.com

若者ＵＰプロジェクト
就職につながるパソコン講座
日本マイクロソフト㈱と協働したパソコン
講座でエクセルの基本操作を学びます。短
期集中でエクセルのパソコンスキルを身に
付けたい方にはぴったりの講座です。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
日時 12月15日㈫、16日㈬
13:00 ～ 16:00
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）
定員 ５人
受講料 無料
申込締切日 12月14日㈪
※要予約
問 とくしま地域若者サポートステーション
（☎088－602－0553）へ

小学生以上の方ならどなたでも
※小学 3 年生以下の方は保護者同伴
日時 12月23日㈷、25日㈮、
平成28年１月６日㈬
10:00～12:00（集合9:50）
※原則３日間通してご参加ください。
場所 スポーツ総合センター
（サンアリーナ）
定員 20人程度（先着順）
参加費 ３回300 円（保険料）
持参物 体育館シューズ、飲み物、タオル
申込方法 12月22日㈫までに、住所、氏
名、年齢（学年）
、電話番号を
記入のうえ、はがきまたはファ
クシミリでお申し込みください。
問 〒 774‐0042 横見町高川原101番地 1
阿南市バウンドテニス協会事務局
戸井（☎・FAX49－1785）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 12月19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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