
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　10月20日㈯　13:30～16:00
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

問 徳島県行政書士会　徳島南部支部
　 （☎26－1157）へ

「LGBT」電話相談
性的マイノリティに関する電話相談を行い
ます。相談は専門の相談員が対応しますの
で、お気軽にご相談ください。
※相談無料・秘密厳守
相談日　10月20日㈯、12月15日㈯、
　　　　平成31年２月９日㈯
時間　13:00～19:00
相談員　SAG徳島メンバー
SAG徳島は全国のセクシュアルマイノリ
ティの当事者やその支援者の方々と連携し
ながら活動している団体です。
電話相談番号（当日のみ）080－3164－2230
※相談日以外電話はつながりません。
問 吉野川市人権課（☎0883－22－2229・ 

FAX0883－22－2247）へ

輝く光のまち「阿南古事記講座」 
日時　10月25日㈭　19:00～21:00
場所　阿南市商工業振興センター１階
　　　（富岡町今福寺34番地４）
講師　阿波古事記研究会　
　　　副会長　三村隆範さん
演題　「天の岩戸（あまのいわと）」
参加費　500円　定員　20人
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時　10月13日㈯　9:00～12:00
場所　ひまわり会館
内容　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無料相談

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

日本将棋連盟
那賀川支部会員募集
将棋が好きな方やこれを機に始めてみたい
方はお気軽にお問い合わせください。
日時　10月13日㈯、27日㈯ 

12:00～17:00
場所　ひまわり会館
対象　青少年から高齢者の方まで性別、年

齢を問いません。
問 日本将棋連盟那賀川支部
　 （☎090－6888－5686）へ

おそとでわらべうた遊びやお話しの会
びーんず Waンダーぴくにっく

「くるくるりさいくる冬物の時間」
日時　10月31日㈬　10:30～12:30
場所　J パワー＆よんでんWa ンダーラン

ド（福井町舟端1番地)
　　　※雨天：Waンダーホール
内容　お弁当を持って親子でピクニック

わらべうた・絵本の読み聞かせ・簡
単工作・冬物リサイクルなど

定員　親子（０～５歳）15組
参加費　無料　持参物　弁当、飲物、敷物
申込　e-mail に①～④記載の上、

ippoippoayumu@gmail.comまで
① Wa ンダーぴくにっく ②10月31
日③お母さんのお名前とお子さまの
お名前・生年月日④携帯電話番号な
どのご連絡先

問 びーんず事務局　桑原（☎090－1004
－1974）へ
※２、３日たっても返信がない場合のみ

ノルディック・ウオーク交流大会
西部大会
日時　10月13日㈯　7:00～
集合場所　道の駅公方の郷なかがわ
コース　四国三郎の郷ふれあい広場（美馬

市）→脇町うだつの町・デ・レイ
ケ公園→阿波の土柱

対象　60歳前後の健康な方
参加費　6,500円（バス、昼食代を含む）
※ポールの貸出は１組300円
問 とくしまノルディック・ウオーク協会

（☎090－3782－4352・
FAX088－642－5003）へ

毎月第３日曜日は、サンデー
イベント 「アロウグライダー」
日時　10月21日㈰　①11:00～②14:00～
場所　J パワー＆よんでんWa ンダーランド
定員　20人　申込方法　電話で予約
問 J パワー＆よんでんWa ンダーランド
　 （☎34－3251）へ

ウオーキング交流大会
（ねんりんピック南部大会）
日時　10月６日㈯　9:00～12:00
　　　※少雨決行
集合　那賀川河川敷明見グラウンド
コース　羽ノ浦町付近　約６㎞
参加費　無料
※ 集合場所に当日お越しください。
問 徳島県ウオーキング協会
　 （☎088－656－3636）へ
 　※月、水、金曜日の午後のみ

チャリティクリスマスマーケット 
出店者募集
ご本人の手作り品に限ります。 売り上げ
の一部を社会福祉団体に寄付します。ご協
力お願いします
開催日　12月２日㈰
場所　情報文化センター（コスモホール）

２階ホワイエ
参加費　1,000円　定員　13組
申込期間　10月１日㈪～20日㈯
問 NPO法人夢ホール市民協議会夢つくり

あなん（☎23－5599）へ

阿南こども
将棋教室
駒の動かし方・ルールが分からなくても講
師が分かりやすく指導。初心者歓迎。
日程　土曜日10:00～12:00
場所　ひまわり会館３階　和室
対象　４歳から小学生、中学生、高校生ま

で（子どもと一緒に習ってみたい大
人の方もお気軽にお問い合わせくだ
さい）

問 日本将棋連盟普及指導員　
　 （☎090－6888－5686）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。

所蔵作品展　
徳島のコレクション　
2018年度第２期 
特集「版画は魔法?!」
当館コレクションの柱の一つである、現代
版画を集中して展示します。
会期　12月２日㈰まで　
休館日　毎週月曜日（10月８日は開館）、

10月9日㈫
観覧料　一般200（160）円、高・大学生

100（80）円、小・中学生50（40）円
※（　）内は20人以上の団体料金
問 徳島県立近代美術館
　 （☎088－668－1088）へ

吹田文明
「魔術師」　

あなんで映画をみよう会 
秋例会
家族はつらいよⅢ 
妻よ薔薇のように
日時　10月14日㈰　 
　　　①10:30～12:33　②14:00～16:03
場所　夢ホール（文化会館）
監督　山田洋次
出演　橋爪　功、吉行和子ほか
入場料 

チケット販売場所　文化会館、市民会館ほか
問 あなんで映画をみよう会
　 （☎090－2788－5465）へ

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。12月号の締め切りは10月31日㈬です。
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

杜のホスピタルコンサート
場所　杜のホスピタル５階　杜のホール
※入場無料
●小島のり子JAZZ・フルート・トリオ
日時　10月９日㈫　14:00～
出演　小島のり子（フルート）、天野　丘（ギ

ター）、澁谷盛良（ベース）
●～癒しの竹笛パンフルート～
　歌の心つなぐコンサート
日時　10月20日㈯　14:00～
出演　今井　勉（パンフルート）
問 杜のホスピタル　リハビリテーション課
　 （☎22－0218）へ

モラエス作品読書会
徳島と類稀な縁を結ぶポルトガル人・モラ
エスの作品を紹介し合い、語り合いましょ
う。モラエス会では１年を通じて多彩な催
しを行っています。ぜひご参加ください。
日時　10月14日㈰　13:30～
場所　阿南図書館　和室
参加費　無料
問 NPO法人モラエス会　花野
 　（☎088－624－3818）へ

第37回徳島矯正展
日時　10月13日㈯　9:00～15:30
場所　徳島刑務所（徳島市入田町）
内容　刑務所作業製品の展示・販売、広報

用ビデオ等の放映、コンピューター
による性格検査の実施、受刑者の文
芸作品等の展示、刑務所内見学、藍
染め体験、ちびっこ刑務官コーナー
など

問 徳島刑務所（☎088－644－0114）へ

JICA海外協力隊募集
あなたの技術・経験を開発途上国で生かし
てみませんか。現地の人々と協働しながら、
人づくり、国づくりに協力します。
▶青年海外協力隊／日系社会青年海外協力
隊

対象　生年月日が1978年11月２日から
1999年４月１日までの日本国籍を持つ方
▶シニア海外協力隊／日系社会シニア海外
協力隊

対象　生年月日が1948年11月２日から
1978年11月１日までの日本国籍を持つ方
募集期間　
10月１日㈪～11月１日㈭　12:00まで
応募方法　原則ウェブ応募となります。
※くわしくは、JICA海外協力隊ウェブサ

イトページをご覧ください。
問 JICA四国（☎087－821－8824）へ

第44回春日野まつり
夜店もたくさん出ます。あななん、すだち
くんも来るよ。
日時　10月７日㈰　12:00～21:00
　　　※雨天時一部中止あり
場所　春日野体育館、春日野グラウンド周

辺（羽ノ浦町）
内容　パットライス無料配布（13:00～）、

あめごつかみ取り、子どもとお年寄
りの輪投げ、じゃんけん大会、玉入れ、
ジャム缶（地元メンバー）・パンドル
によるコンサート、もち投げなど

問 春日野まつり実行委員会　船田
　 （☎090－1575－1630）へ

親子カローリング大会＆もちつき
日時　11月25日㈰　10:00～15:00
場所　穴吹スポーツセンターほか
対象　ひとり親家庭の親と子
　　　（子ども３歳以上中学生以下）
内容　親子カローリング大会、もちつき・

昼食作り、ゲーム大会、交流会など
参加費　大人500円、子ども300円
※送迎バス無料
定員　20組（応募者多数の場合は抽選）
申込締切日　11月８日㈭
※上履き持参。暖かい服装でご参加ください。
問 （公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
　 （☎088－654－7418）へ

楽しく学ぶ
「パソコン教室」
▶インターネット講座（定員:各回15人）
日程　10月12日㈮、19日㈮、29日㈪
場所　富岡公民館
▶ワード・エクセル講座（定員:各回15人）
日程　11月５日㈪、９日㈮、12月７日㈮
場所　羽ノ浦公民館
▶画像編集講座（定員:各回15人）
日程　11月12日㈪、16日㈮、19日㈪
場所　羽ノ浦公民館
▶パワーポイント講座（定員:各回15人）
日程　11月23日㈷、26日㈪、30日㈮
場所　羽ノ浦公民館
〈共通事項〉
時間　①13:00～14:50　②15:00～16:50
受講料　2,100円（３回分）
持参物　パソコン
※くわしくは、お問い合わせください。
問 NPO法人いきいきネットとくしま

県南支部事務局　庄野
（☎090－2780－3200）へ

トリコロール映画祭2018
～フランスを観て触れる２日間～

開催日　10月６日㈯、７日㈰　
場所　第二倉庫アクアチッタ
　　　（徳島市万代町５丁目71番地４）
内容　フランス映画５作品上映。

「セザンヌとプロヴァンス」「ヴィクトリア」
「ロシュフォールの恋人たち」ほか
※全作品入場無料
※くわしくは、トリコロール映画祭HP を

ご覧ください。
問 NPO法人アクアチッタ（☎088－679

－8001）へ

阿南高専公開講座「IoTセミナー」
～ Raspberry Pi の初期設定～ 
日時　12月８日㈯　13:00～17:00
場所　阿南高専電気棟3階　電子計測Lab.
対象　中学生～一般の方
定員　６人　受講料　2,700円
申込方法　申込期間になりましたら、お電

話でお申し込みください。
申込期間　10月22日㈪～11月２日㈮
※くわしくは、阿南高専のホームページを

ご覧ください。
問 阿南工業高等専門学校　総務課

企画情報係（☎23－7215）へ
※平日8:00～17:00

出張労働相談会（南部）を開催
解雇・退職・賃金未払い・パワハラ・配置
転換などの労使間トラブルについて、徳島
県労働委員会委員が、公益・労働者側・使
用者側の３人１組でそれぞれの立場から、
解決のためのアドバイスをします。
日時　10月14日㈰　13:00～16:00
　　　（受付12:45～15:30）
場所　ひまわり会館
対象　労働者、経営者、どちらの方も利用

できます。
申込方法　予約優先。10月12日㈮15:00

までに電話、ファクス、メール、
電子申請でお申し込みください。

相談料　無料
問 徳島県労働委員会事務局（☎088－621

－3234・FAX088－621－2889）へ
email:roudouiinkai@pref.tokushima.jp

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練　
受講生募集
募集訓練科
〈６カ月コース〉
▶構造物加工技術科デュアル
　（おおむね45歳未満対象）
訓練期間　12月３日㈪～

平成31年5月31日㈮
〈７カ月コース〉
６カ月コースの前に１カ月の導入講習を受
講していただきます。
▶電気設備技術科▶住宅リフォーム技術科
訓練期間　12月３日㈪～

平成31年６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　10月１日㈪～11月５日㈪
問 ポリテクセンター徳島（☎088－654

－5102）へ※平日9:00～17:00

前売り 当日
セニア（60歳以上）

1,000円
1,100円

一般・大学生 1,300円
小・中・高生 －    500円
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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。

Waンダーふれあい感謝デー2018
日時　10月28日㈰　9:30～15:00
※悪天候により中止になる場合があります。
場所　福井町舟端１番地
内容　それいけ! アンパンマンショー①

11:00～②14:00～、橘湾火力発電
所 見 学 会 ①9:45～ ②11:00～ ③
12:45～④14:00～、ダンスパフォ
ー マ ー　 し ん け る ①10:00～ ②
13:00～、ヴァイオリニスト SHOGO
①10:40～②13:40～、はたらく車・
スロットカー・ミニ SL・トリック
アート・サーカスシューティング・
射的9:30～15:00、パンドル演奏
＆体験①10:00～②13:00～、大道
芸ライブパフォーマンス、スーパー
ボールすくい、花苗プレゼント、ハ
ロウィン衣装プレゼント、ハロウィ
ンネイル、食べ物屋台ほか

※参加、観覧無料。あななんも遊びにくるよ。
問 J パワー＆よんでんWa ンダーランド
　 （☎34－3251）へ

認知症VR体験会
認知症についての理解を深めるためVR（バ
ーチャルリアリティ）機器による疑似体験
をしてみませんか。
日時　10月25日㈭～27日㈯　

13:00～17:00
場所　ケアハウス健祥会アンダルシア
　　　（羽ノ浦町中庄大知渕８番地１）
内容　認知症の方に見えている景色をVR

により疑似体験します。
参加費　無料
定員　１日30人 (先着順)
※北部第２高齢者お世話センターへ要申込
問 北部第２高齢者お世話センター
　 （☎44－6836）へ

第４回ウオーキング大会
コスモスのゾーン３カ所をめぐるウオーキ
ング大会を開催します。
日時　11月11日㈰　9:30出発（受付8:30）
集合場所・駐車場　那賀川河川敷第３緑地

（桜づつみ公園前）
▶山間コース（５㎞）　那賀川堤防～古毛・
明見ゾーン～北岸用水～岩脇香風台公園～
ミニ88ケ所～岩脇ゾーン～上岩脇ゾーン
～桜づつみ公園～
▶平地コース（３㎞）　那賀川堤防～古毛・
明見ゾーン～北岸用水～県道側道～岩脇ゾ
ーン～上岩脇ゾーン～桜づつみ公園～
解散　羽ノ浦荘前（ゴールでは接待等あり）
申込方法　11月５日㈪までに電話または

メールでお申し込みください。
●第４回コスモスリンク in川北
11カ所の開花情報を羽ノ浦環境改善セン
ター前掲示板またはホームページ「阿波ナ
ビ・花へんろ紀行」で確認のうえ、コスモ
スをお楽しみください。
問 那賀川北岸地域広域保全協議会
　 （☎24－8318）へ
e-mail:kawakita-ho15@tiara.ocn.ne.jp

認知症カフェ「羽那カフェ」
日時　10月16日㈫　13:00～15:30
場所　那賀川老人いこいの家（那賀川町老

人福祉センター）
（那賀川町苅屋325番地２）

内容　ヤクルト広報によるウン知育教室
専門職による認知症相談

参加費　100円
※申込不要
問 北部第１高齢者お世話センター（☎42

－2900）または北部第２高齢者お世話
センター（☎44－6836）へ

介護予防教室
対象　おおむね65歳以上の方
※参加費無料、申込不要
①
日時　10月３日㈬　14:30～15:30
場所　椿公民館１階
講師　言語聴覚士　安藝陽平さん
内容　歯と口の健康を守って認知症予防
②
日時　10月５日㈮　14:30～15:30
場所　新野公民館２階　集会室
講師　言語聴覚士　長江浩美さん
内容　歯と口の健康を守って認知症予防
問 南部高齢者お世話センター（☎36－

3634）へ
③
日時　10月15日㈪　13:30～14:30
場所　中野島公民館
講師　岩野沙織さん
内容　笑いヨガ
問 東部高齢者お世話センター（☎22－

4577）へ

那賀川左岸堤防工事に伴う
通行止めのお知らせ
堤防補修工事のため、市道古毛古庄堤防線
の通行止めを行います。なお、工事期間中
は堤防上に迂回路を設置し地域の交通を確
保します。
期間　平成30年11月１日㈭～平成31年１

月31日㈭
場所　羽ノ浦町古毛大須賀地先（市道古毛

古庄堤防線と市道古毛高田中央線の
交差点）から羽ノ浦町古毛上須賀地
先（市道古毛古庄堤防線と県道勝浦
羽ノ浦線の交差点）まで

※通行止めの詳細な範囲は、那賀川河川事
務所ホームページをご確認下さい。

http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/
問 国土交通省　那賀川河川事務所
　 管理課（☎22－6592）へ

県立南部テクノスクール
訓練生募集
対象　離職・転職される方で、公共職業安

定所長から受講指示または受講推薦
を受けた方

申込方法　居住地を所轄する公共職業安定
所にお申し込みください。

●IT技能科２
訓練期間　11月13日㈫～

平成31年２月12日㈫
定員　15人
申込期間　10月23日㈫まで
面接日　11月６日㈫
●医療事務科２
訓練期間　12月13日㈭～

平成31年３月12日㈫
定員　15人
申込期間　10月25日㈭～11月22日㈭
面接日　12月6日㈭
問 南部テクノスクール
　 （☎26－0250）へ

第１１回
那賀川源流
コンサート
那賀川流域住民による活動団体「那賀川ア
フターフォーラム」では、那賀川流域の上
下流の連携推進による地域振興をめざして

「那賀川源流コンサート」を実施しています。
日時　10月28日㈰　10:00～12:00
場所　四季美谷温泉前広場
　　　（那賀町横谷字夏切３番地３）
※阿南市役所裏横見橋北側駐車場から無料

で送迎します。
那賀川河川事務所ホームページ
コンサート出演者・参加者募集に関する情
報を掲載していますのでご覧ください。
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/
問 那賀川河川事務所調査課
　 （☎22－6562）へ

保育士による
ベビーマッサージ＆
おくるみタッチケア
●ベビーマッサージ教室
免疫力を高めて丈夫な体作りをめざしまし
ょう♪
日時　10月10日㈬　10:00～11:00
内容　免疫力UP すくすくべビマ 
対象　生後２カ月～１歳頃までの赤ちゃん

とママ
場所　那賀川社会福祉会館２階　和室
参加費　１回1,500円　※要予約
●おくるみタッチケア
内容　おくるみの正しい包み方と優しいタ

ッチケアで赤ちゃんぐっすり。産後
すぐ役立ちます♪

対象　妊婦さん、生後２カ月までの赤ちゃ
んとママ

※日程等、くわしくはお問い合せください。
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室

PLUS BABY　玉置
（☎090－2895－0224) へ

健康いきいき情報

平成30年度　高齢者の肺炎球菌
感染症予防接種について

接種対象者
平成30年度中に、65歳、70歳、75歳、
80歳、85歳、90歳、95歳、100歳にな
る方。ただし、過去にこの予防接種を接種
したことがある方は対象外です。
実施期間　平成31年３月31日まで
接種費用　4,000円（生活保護を受給され

ている方は無料）
持参物　接種費用と予診票をお持ちの上、

医療機関へ予約をしてから、受け
てください。

※対象者には個人通知しています。

保健センターからのお知らせ

問 保健センター（☎22－1590）へ

集団の婦人がん検診について

検診内容　乳がん、骨粗しょう症、子宮頸
がん検診（午後のみ）

要予約　乳がん検診のみ要予約。保健センタ
ー（☎22－1590）へご予約ください。

※順次予約が入っておりますので、予約状況
は保健センターへお問い合わせください。
検診日程

10月31日㈬　健康づくりセンター
11月14日㈬　ひまわり会館
11月18日㈰　♥羽ノ浦公民館

♥印の会場のみ、子宮頸がん検診も実施。
受付時間　午前　 9:00～10:00
　　　　　午後　13:00～14:30

集団がん検診の中止について

集団がん検診当日の朝６時時点で、市内に
気象に関する警報（暴風・大雨・洪水のい
ずれか）および震災に関する勧告が発令さ
れている場合は中止します。

阿波踊り体操教室

日時　10月12日㈮　10:00～11:30
場所　健康づくりセンター２階　健康広場 
講師　徳島大学　大学開放実践センター
　　　教授　田中俊夫さん
対象　運動制限のない方（年齢制限なし）
持参物　飲み物、タオル
※教室開始前に血圧測定・体組成測定を実

施します。

集団の胃・肺がん検診等について

検診内容　胃がん、肺がん、前立腺がん、
大腸がん（要予約）、肝炎ウイ
ルス検診

要予約　当日受付も可能ですが、受付は予
約者が優先されます。検診日２週
間前までに総合健診センター (☎
088－678－3557) へご予約く
ださい。

検診日程
10月 5日㈮　★健康づくりセンター

（予約の期日終了）
10月27日㈯　橘公民館
11月 7日㈬　★健康づくりセンター
11月17日㈯　羽ノ浦公民館

★印の会場のみ、歯周病検診も実施。
受付時間　　8:00～11:00

※くわしくは広報あなん７月号または、が
ん検診等受診券をご覧ください。

犬猫の避妊・去勢手術費用の助成
犬猫の避妊・去勢手術費用の一部を助成します。
対象　飼い犬・飼い猫（犬は登録済で、今年度の狂犬病予防注射を実施済であ
ること）の避妊・去勢手術を、11月15日㈭から平成31年１月20日㈰までの
間に予定している市民の方
※前記の期間外に手術を受ける場合は対象外となります。
助成額　１頭につき5,000円
助成予定数　犬猫合計50頭　※申込み多数の場合は抽選
申込方法　往復はがきに①犬・猫の別、名前、年齢、性別、毛色②犬の場合は、
登録番号および狂犬病予防注射済票番号③飼い主の住所、氏名、電話番号④返
信用はがきの宛名を記入の上、郵送してください。なお、結果は返信用はがき
でご連絡します。
〒770-8007　徳島市新浜本町２丁目３番６号　公益社団法人徳島県獣医師会
申込期間　10月１日㈪～31日㈬（必着）
助成方法　当選はがきを受け取った方は、県内の動物病院に事前に問い合わせ
のうえ、はがきを提示し、手術料から5,000円を差し引いた額で手術を受けて
ください。
問い合わせは　保健センター（☎22－1590）または公益社団法人徳島県獣医

師会（☎088－663－6607）へ

往信
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郵便往復はがき（表面）
【記載例】

郵 便 往 復 は が き

返信 申
込
者
の

 　
住　
　
所

 　
氏　
　
名

官製往復はがき（裏面）
避妊・去勢手術助成申込書

犬・猫の別　　　　　　　　　　
名前　　　　　　　　　　　　　
年齢　　　　　　　　　　　　　
性別　　　　　　　　　　　　　
毛色

（犬の場合）
犬の登録番号
　徳島県　第　　　　 号または
　徳島県阿南市　第　 　　　号
狂犬病予防注射済票番号
　平成30年度　第　　　　　号

申込者　住所
　　　　氏名（フリガナ）
　　　　電話番号

郵 便 往 復 は が き

医療機関の大腸がん検診
実施期間　10月１日㈪～12月15日㈯

の診療時間内
実施場所　市内医療機関
対象　市内在住の40歳以上の方
費用　1,100円
検査内容　便潜血反応（２日間検便）

受診に必要なもの
・がん検診等受診券（６月末に郵送済み）
・健康保険等被保険者証
・自己負担金
・健康手帳（持っている方）
　　　　　

※阿南市国民健康保険被保険者、高齢受給者、後期高齢者医療被保険者の方は健康保険等被
保険者証をお持ちになれば無料になります。
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