
クリスマスイベント
“ANAN Luminous Town 
Project 2017 X’mas” 

日時　12月23日㈷～25日㈪　
　　　17:30～21:30ごろ
※イルミネーションの点灯は22:00まで
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
内容　23日㈷　点灯式、おもてなしイベン

ト、ステージイベント
　　　24日㈰　ステージイベント
　　　25日㈪　ステージイベント
※全日、各種団体の模擬店もあります。
問 阿南光のまちづくり実行委員会
　 （阿南商工会議所内☎23－2301）へ

「明治150年」
関連施策の取組
平成30年（2018年）は、明治元年（1868
年）から起算して満150年に当たります。
政府では、内閣官房副長官を議長とする「明
治150年」関連施策各府省連絡会議を設け、
①「明治以降の歩みを次世代に遺す施策」、
②「明治の精神に学び、さらに飛躍する国
へ向けた施策」、③「明治150年に向けた
機運を高めていく施策」の３つを柱として、
政府一体となって「明治150年」関連施策
を推進しているところです。国だけでなく、
地方公共団体や民間も含めて、日本各地で、

「明治150年」に関連する多様な取組が推
進されるよう、ロゴマークの使用促進や広
報などを通じて、「明治150年」に向けた
機運の醸成を図っています。くわしくは以
下のホームページをご覧ください。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/
meiji150/portal/

問 内閣官房「明治150年」関連施策推進室
　 （☎03－3581－1357）へ

放送大学４月生募集
平成30年度第１学期の学生を募集してい
ます。10代から90代の幅広い世代、約９
万人の学生が、大学を卒業したい、学びを
楽しみたいなどさまざまな目的で学んでい
ます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、
情報、自然科学など約300の幅広い授業科
目があり、１科目から学べます。
出願期間　第１回　２月28日㈬まで
　　　　　第２回　３月20日㈫まで
※資料は無料贈呈
問 放送大学徳島学習センター
 　（☎088－602－0151）へ

なんでも無料相談会2017
いろんな専門家に聞いてみよう！
法律・税務・登記・経営・労務などについ
て経験豊かな徳島県内の専門家がお待ちし
ています。お気軽にお越しください。
日時　12月16日㈯　10:00～15:30
場所　アスティとくしま２階　第４・５会

議室（徳島市山城町東浜傍示1番地1）
問 徳島県士業ネットワーク推進協議会
　 （☎088－653－3255）へ

退職者連合南部地域協議会
カルチャースクール 那賀川校
●スマホ相談室
日程　月～金曜日　午前（予約制）
参加費　
▶使いこなしコース（一から学びたい方に

おススメ）６時間6,000円
▶個別相談（「ここだけ教えてほしい」と

いう方におススメ）１項目につき500円
（30分経過ごとに＋500円）
場所　那賀川町赤池149番地１
　　　（JR中島駅から徒歩３分）
問 退職者連合南部地域協議会カルチャー

スクール事務局（☎28－6030または
☎080－4034－1355）へ

光のまちステーションプラザ
クリスマスイベント

クリスマスイベントを開催します。多数ご
参加ください。
日時　12月23日㈷　第１部　11:00～

第２部　14:00～
場所　光のまちステーションプラザ
内容　あななんとビンゴ大会
※入場無料　
問 光のまちステーションプラザ
　 （☎22－3421）へ

杜のホスピタル　
JAZZ PIANO コンサート
日時　12月２日㈯　14:00～15:00
場所　杜のホスピタル
出演　瀬部妙子（ピアノ） 
　　　吹田善仁（ベース） 
　　　林　宏樹（ドラム）
　　　上田浩之（トランペット）
※入場無料。駐車場有り。
問 杜のホスピタル　リハ課
　 （☎22－0218）へ

勤労青少年ホーム短期講座
生花クリスマスリース作り
受講者募集

第50回阿南市
社会福祉大会
～第９回阿南市
ボランティア
フェスティバル～

クリスマスに向けてテーブルに置く素敵な
リースを作りましょう。
日時　12月16日㈯　13:00～15:00
場所　勤労青少年ホーム２階　集会室
持参物　はさみ、タオル
定員　10人
対象　市内に居住または職場を有する35

歳までの勤労青少年（学生を除く）
参加費　500円
※当ホーム未登録者は、利用者協議会費

1,000円（年会費）が必要
講師　吉田明美さん
申込締切日　12月８日㈮
問 勤労青少年ホーム（☎42－4572）へ
※受付時間は平日13:00～20:00

長年にわたり阿南市の福祉の向上にご尽力
された方を称えるとともに、「明るく住み
よいまち“阿南”」の実現をめざすために阿
南市社会福祉大会を開催します。
式典後、マギー司郎さんによるマジック・
トークショー「生きてるだけで、だいたい
ＯＫ」を開催します。（入場は、整理券が
必要）また、ボランティアグループの発表、
交流を目的としてボランティアフェスティ
バルを同時開催します。
日時　平成30年１月13日㈯
　　　10:00～（受付9:30）
場所　夢ホール（文化会館）、富岡公民館
問 阿南市社会福祉協議会（☎23－7288）

へ

第26回lumiere ANAN
輝いて‼磨きをかけて‼
イベントへGo
次のとおり、婚活イベントを開催します。
多数ご参加ください。
日時　平成30年１月28日㈰
場所　ひまわり会館
対象　独身男女
内容　スキルアップセミナー、メイクレッ

スン、フリートーク
参加費　男女とも2,000円
　　　　（お弁当・お茶付）
申込方法　郵便番号、住所、氏名（ふりが

な）、年齢、性別、携帯電話番
号をメールでご連絡ください。

申込先
e-mail:ananshi-shakyo@palette.plala.or.jp
申込期限　平成30年１月17日㈬
主催　阿南de愛隊・阿南市社会福祉協議

会結婚支援連絡協議会
問 阿南市社会福祉協議会結婚支援連絡協議

会（☎23－7288）へ

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練　
受講生募集

保育士による
ベビーマッサージ＆
スキンケア教室 

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30年２月１日㈭～７月27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30年１月５日㈮
問 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ
　 ※平日9:00～17:00

●ベビーマッサージ教室
ママのお悩み解決！便秘や夜泣きに効果的
です！
日時　12月５日㈫　10:00～11:00
内容　お腹すっきり夜ぐっすりべビマ
対象　生後２カ月～１歳頃までの親子
●ベビースキンケア教室
冬の乾燥から赤ちゃんを守ろう！役立つ保
湿ケアを学びます。
日時　12月７日㈭　10:00～11:00
対象　０歳～の親子
〈共通事項〉
時間　10:00～11:00
場所　那賀川社会福祉会館２階  和室 
参加費　１回1,500円
持参物　バスタオル１枚
※要予約
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
　 PLUS BABY　玉置
 　（☎090－2895－0224）へ

市民の情報ひろば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26日㈫です。
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

冬休みバウンドテニス教室　
参加者募集
日時　12月27日㈬、
　　　平成30年１月５日㈮　10:00～12:00
場所　スポーツ総合センター
　　　（サンアリーナ）
対象　小学生から大人までどなたでも。
　　　２日間とも参加できる方。
※小学３年生以下は保護者同伴
定員　先着20人程度
参加費　200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20日㈬までに氏名、年齢

（学年）、電話番号を記入し、は
がきまたはファクスで事務局戸
井ま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　
 　戸井綾子（☎・FAX 49－1785）へ

パソコン学ぶ君 
上級講座（パソコン教室）

マイクロソフトオフィススペシャリスト
（MOS）のExcel 2010の資格取得ができ
るスキルを身に付けよう！
日程　12月～毎月第１、２、４土曜日　
　　　9:30～11:30
場所　羽ノ浦公民館
講師　庄野政彦（MOS資格取得Word 2010 

Excel 2010 Expert）
参加費　１回500円
持参物　パソコン
※要申込
問 庄野政彦（☎090－2780－3200）
　 または羽ノ浦公民館（☎44－1120）へ

文化あなん21号
原稿募集

阿南市文化協会では、平成30年５月末発
行予定の「文化あなん」の原稿を募集しま
す。「文化あなん」は毎年１回発行しており、
中学・高校生からシニア層まで幅広い市民
の皆さまから応募いただいた作品を掲載し
ています。投稿規程が必要な方は文化振興
課窓口にてお受け取りください。
投稿形態　原稿用紙、CD、DVD、USB

メモリなど
分野　随筆、紀行文、短編小説、現代詩、

俳句、短歌、川柳、漢詩など
締切日　平成30年３月５日㈪　17:00
提出先　文化振興課（市役所６階）
　　　　8:30～17:15
※土、日、祝日、年末年始は除く。
問 阿南市文化協会事務局　澤田
　 （☎090－5149－9150）へ

ママと一緒に楽しい時間♪
●子育てママの交流サロン
子育て中のママと赤ちゃん同士が仲良くな
れ、ホッとできるところです。 楽しく話
をして情報交換をしましょう♪当日お越し
くださった方には親子写真を撮影しプレゼ
ントさせていただきます♪
日時　12月11日㈪　10:00～11:00
参加費　無料
●心も体もあたたかい♪
　親子ベビーマッサージ教室
触れ合って、親からの愛をたくさん受け取
ると、赤ちゃんは心も体も健やかに成長し
ます♪子育て期に大切な豆知識もお伝えし
ます♪
日時　12月15日㈮　10:00～11:00
材料費　1,500円
〈共通事項〉
場所　中野島公民館
対象　０～２歳のお子さまとママ
※要予約
問 RTA指定スクール Romaly 　金光
　 （☎24－8710）へ

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」、「美容室」、

「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。くわしくは、
下記までお問い合わせください。
問 （公財）徳島県生活衛生営業指導センター
　 （☎088－623－7400）へ

「あなんパーソナル・
サポート・センター」
いろいろな生活上の困りごとの相談・支援

生活や仕事などで不安を抱えている方の支
援や就職のサポートを行います。まずは支
援員にご相談ください。
秘密は厳守します。
場所　富岡町玉塚21番地　里見ビル１階
相談時間　8:30～17:15
※土・日・祝日、12月29日～１月３日を

除く
問 あなんパーソナルサポートセンター
　 （☎0120－928－764）へ

「お客様」「お店」「地域」
三方よしの得する街のゼミナール

第９回阿南まちゼミ
参加店舗募集!!

「まちゼミ」で新たな出会いや経営改善・
事業継承のきっかけにつなげてみませんか。

「まちゼミ」とは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です。
第１回の21店舗から第８回では48店舗ま
で増加しており、これまで延べ1,899人の
方が受講されています。
第９回の開催を平成30年２月に予定して
います。参加ご希望の店主の皆さまは、下
記のとおり「参加店説明会」を開催します
ので、12月４日㈪までに阿南商工会議所
までご連絡ください。
参加店説明会日時　12月４日㈪　18:30～
場所　阿南商工会議所３階
問 阿南商工会議所　野村
　 （☎22－2301）へ
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