
四国遍路道フォーラム2018
－わいらが守る、へんろ道－ 
素晴らしい四国遍路道の保全維持活動を、
どう次世代につないでいくかを考えます。
日時　12月２日㈰　13:30～16:30
場所　文化会館２階　研修室
内容　

〈第１部 基調講演〉「熊野古道の世界遺産
登録への取り組みと登録後の整備維持活
動」（和歌山県世界遺産マスタ－〔第１期〕
小野田真弓さん）

〈第２部 活動報告〉「加茂谷へんろ道の会」
の活動について（加茂谷へんろ道の会　会
長　横井知昭さん）

〈第３部 ディスカッション〉「世界が注目
する、SHIKOKU」（徳島大学　准教授　
モートン常慈さん、22番札所平等寺　副
住職　谷口真梁さん）
参加費　無料
参加方法　住所、氏名、連絡先を記入の上、
ファクスまたは電子メールでお申し込みく
ださい。電話での受付はいたしません。
FAX25－0034
e-mail:kmdhenromichi@gmail.com
※当日参加も受け付けますが、立ち見にな

ることもあります。
問 加茂谷へんろ道の会
　 （☎090－3187－7640）へ

所蔵作品展　
徳島のコレクション　
2018年度第３期 
特集「シルエット」
通常の「20世紀の人間像」「現代版画」「徳
島ゆかりの美術」に加えて、「特集　シル
エット」のコーナーを設けて展覧します。 
高松次郎〈影の自画像〉、アントニー・ゴ
ームリー〈天使の器Ⅱ〉などを紹介します。
会期　12月８日㈯～平成31年４月14日㈰
休館日　毎週月曜日（12月24日は開館）、
12月25日㈫、12月29日㈯～１月４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

冬休みバウンドテニス教室 
参加者募集 
日時　12月26日㈬、28日㈮　
　　　10:00～12:00（受付9:45）
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　20人程度（先着）
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）、電話番号を記入の上、
はがきまたはＦＡＸ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（☎・FAX49－1785）へ

阿南市国際交流協会の活動に
参加しませんか
国際感覚を大切にし、日本人と外国人がよ
り住みやすい阿南市をつくりましょう。市
民の皆さんの加入と事業への参加をお待ち
しています。

〈事業紹介〉
日本語教室（毎週日曜日10:00～12:00）
英語教室（第２・４月曜日19:30～21:00）
中国語教室（毎週木曜日19:30～21:00）
アドプト事業：那賀川河川敷の清掃（７月）
阿波踊り（夏）　バス遠足（12月９日㈰）
新年会（１月27日）
お国自慢料理教室（３月）
ホームステイの受け入れ
外国人による日本語スピーチコンテスト
問 阿南市国際交流協会事務局
　 （☎080－2973－1460）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。

阿南市制施行60周年協賛事業

第51回阿南市
社会福祉大会
～第10回阿南市
ボランティア
フェスティバル～ 
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、俳優で旅人の関口知宏さんによる
講演会「旅～ふれあい～」を開催します。（定
員600人、入場無料、参加申込不要）
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31年１月12日㈯　10:00～
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

チャリティクリスマス
マーケット
手工芸愛好家13組が出店。布小物、つま
み細工、プリザーブドフラワー、トールペ
インティング、ビーズアクセサリーなどの
作品を販売。売り上げの一部を歳末助け合
い募金に寄付します
日時　12月２日㈰　10:00～15:00
場所　コスモホール２階　ホワイエ
問 NPO法人夢ホール市民協議会
　 夢つくりあなん  （☎23－5599）へ

防災まつり　 
みなでやらんけ！

「防災減災」
徳島県南部総合県民局では、楽しく防災を
学ぶ機会として、「防災まつり」 を実施し
ます。
日時　12月16日㈰　10:00～14:00
場所　日和佐総合体育館

（美波町奥河内字櫛ヶ谷263番地１）
内容　DMV試乗、炊き出し（カレー＆豚

汁）、地震体験、 煙体験、消火体験、
建設機械の操作体験、実験・工作コ
ーナー、防災ダンボール迷路、身の
回りの物を使った防災グッズ作成、
サバイバル技術体験や高校生による
防災活動の展示発表、防災関係機関
の災害用車両の展示など

問 徳島県南部総合県民局津波減災部
　 （☎0884－74－7273）へ

住生活総合調査のお知らせ

認知症サポーター養成講座

全国で住生活総合調査が行われます。住生
活の安定・向上に係る総合的な施策を推進
する上で必要な調査ですので、ご協力をお
願いします。
調査時点　12月１日㈯現在
対象　10月に実施された住宅・土地統計

調査に回答いただいた世帯の中から
抽出された世帯

調査方法　11月下旬からポスティングに
より調査票を配布し、郵送・オ
ンラインにより回収します。

問 平成30年住生活総合調査事務局
　 （☎0120－467－060）へ

阿南の歴史講座  IN  ANAN
日時　12月１日㈯　13:00～16:00
場所　ひまわり会館　研修室（うめ）
内容　

「若杉山遺跡について」
　文化振興課　事務主任　向井公紀さん

「計ってみれば邪馬壹国」
　邪馬壹国研究会　会長　土佐野治茂さん

「阿波はやっぱり邪馬壹国」
　阿波古事記研究会　副会長　三村隆範さん
※要申込・先着50人
問 三村（☎090－8282－0328）へ

●ほっとひといき会　さくら
日時　12月13日㈭　13:30～15:00
場所　原ケ崎町居屋敷156番地２
対象　阿南市在住の方はどなたでも参加で

きます。
内容　「認知症サポーター養成講座」
参加費　無料
申込締切日　12月10日㈪
※セカンドハウスサクラへ要申込
問 セカンドハウスサクラ（☎24－5101）へ

アントニー・ゴームリー
〈天使の器Ⅱ〉

記念撮影も
あるので、
みんなきてね！

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　12月８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
ひまわり会館で将棋好きの仲間と楽しく将
棋を指しています。将棋を通して楽しく交
流ができればと思っています。 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　12月８日㈯、22日㈯ 12:00～17:00
場所　ひまわり会館２階
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

保育士による
ベビーマッサージ＆
スキンケア教室 
●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♪寒い日の赤ちゃんとのお出かけに、
ママの気分転換にも♪
日時　12月５日㈬　10:00～11:00
内容　免疫力UP あったかべビマ
対象　生後２カ月～１歳頃までの赤ちゃん

とママ
●べビ—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～のお子さまとママ

〈共通事項〉 
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
持参物　バスタオル１枚　　
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室

PLUSBABY　
玉置（☎090－2895－0224）へ

津乃峰町～橘町（低い峠越え）
を歩こう 
開催日　12月１日㈯　※少雨決行
日程　11:00阿波橘駅集合～両皇神社～津

乃峰小～古路神社～（低い峠越え）
～旧橘中～橘駐在所～12:20頃阿波
橘駅解散（約4㎞）

参加費　100円※小学生以下の方は無料
持参物　飲み物、雨具、健康保険証など
注意点　途中、昼食時間は設けません。

傷害保険には加入していますが、
保険適用外の事故等の責任は負い
ません。

問 阿南歩こう会事務局　新川
　 （☎22－3188）へ

文化あなん22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22号の原稿を幅広く募集します。
掲載は無料ですが、編集委員会による選考
があります。投稿規程は、下記事務所また
は文化振興課でお受け取りいただけます。
分野　随筆、俳句、短歌、川柳、漢詩など
提出先　阿南市文化協会事務局
　　　　（文化会館内）
締切日　平成31年３月５日㈫
問 阿南市文化協会事務局
　 （☎090－4337－5229）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。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

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15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

阿南こども将棋教室
初心者歓迎します。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
します。論理的な思考や礼儀作法が身に付
きます。どうぶつ将棋もできます。
日程　土曜日10:00～12:00
※要問い合わせ
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

阿南ファミリー・サポート・センター
クリスマス交流会

「あなんお仕事キッズ隊」※予約制
日時　12月８日㈯　10:00～12:00
場所　ひまわり会館２階　ホール
参加料　無料
参加方法　参加したいブースを3つまで選

んでお申し込みください。当日、
受付でお知らせします。

体験ブース　①POP作成体験②パン屋さ
ん③八百屋さん④お菓子やさん⑤袋
作り⑥銀行員⑦ケーキ屋さん⑧足型
アートモデル⑨寝相アートモデル
⑩消防士⑪歯科衛生士⑫歯科技工士
⑬警備員⑭新聞記者⑮ダンサー⑯自
衛官　　

対象　⑧⑨のみ乳児、それ以外は幼児・小
学生

申込締切日　12月３日㈪
問 阿南ファミリー・サポート・センター
　 （☎24－5550）へ

東部高齢者お世話センターから
●オレンジカフェ富岡（認知症カフェ）
日時 　12月３日㈪　13:30～15:00
場所　富岡公民館2階
参加費　100円
内容　消費者被害防止、啓発落語、クイズ、

お話、専門職による介護・認知症等
の相談

●認知症総合支援事業講演会
日時　12月26日㈬　13:00～14:30
場所　富岡公民館２階　大ホール
内容　「高齢者の自動車運転を考える」
講師　徳島県警察本部交通部運転免許課
※申込み不要、どなたでも参加できます。
問 東部高齢者お世話センター
　 （☎22－4577）へ

杜のホスピタル文化活動
●トイ・ピアノ人形劇「アナンシと五」
日時　12月８日㈯　14:00～　
出演　畑　奉枝、今久保仁美、小川耕筰、

おいけ家金魚
●講演会
日時　12月15日㈯　14:00～
講師　森岡芳洋
演題　ことばの仕組みと働き
　　　～英語と日本語の比較～

〈共通事項〉
場所　杜のホスピタル5階　杜のホール
※入場無料
問 杜のホスピタルリハビリ課
　 （☎22－0218）へ

冬の道路の通行は、
出発前の準備をしっかりと！
四国の道路も、冬期は積雪や凍結によりス
リップ事故や車の立ち往生が発生し、重大
な事故・渋滞につながることがあります。
お出かけ前の情報収集と冬用タイヤやチェ
ーンの準備をお願いします。
四国の道路情報はこちらから

（「四国道路情報」で検索）
▶パソコンから
https://www.skr.mlit.go.jp/road/info/
index.html
▶携帯電話、スマホから

問 道の相談室（24時間対応☎087－811
－8460）または国土交通省　四国地方
整備局　道路部道路管理課（代表☎
087－851－8061）へ
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