市民の情報ひろばへの掲載について

未知フォーラム2019 in 阿南
～未来へつなごう！道・ひと・地域～
高速道路は、県南部住民にとって「命の道」、
「活力の道」として必要不可欠な道路です。
皆さまの熱意で1日も早い高速道路整備を
進めましょう。多数ご来場ください。
日時 11月２日㈯ 14:00～16:00
場所 コスモホール（情報文化センター）
基調講演 講師 国土学総合研究所長
大石久和さん（元国土交通省 技監）
パネリスト 国土交通省道路局
国道・技術課 国道事業調整官
西川昌宏さん
主催 四国はひとつ“阿波のみち”女性
フォーラム実行委員会
※入場無料
問 阿南商工会議所 岡澤（☎22－2301）へ

不動産の無料相談会
適正な地価形成や地価情報の普及等のため
「不動産鑑定士による不動産の価格に関す
る無料相談会」を開催します。
日時 10月４日㈮ 10:00～16:00
場所 阿南市商工業振興センター２階
展示ホール
問 徳島県不動産鑑定士協会
（☎088－623－7244）へ

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時
場所
内容

10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（☎26－1157）へ

行政書士による無料相談会
日時 10月19日㈯ 13:30～16:00
場所 ひまわり会館
相談内容 相続・遺言および農地転用・建
設業許可・開発許可などの許認
可手続きなど
問 徳島県行政書士会 徳島南部支部
（☎26－1157）へ

羽ノ浦中学校
マンドリン部
第28回定期演奏会
優しいマンドリンの音色をお楽しみください。
日時 10月13日㈰ 13:30開演
場所 コスモホール（情報文化センター）
曲目 「昭和青春ソングメドレー」、「ジブ
リメドレー」ほか
入場料 無料 ※お楽しみ抽選会あり
問 羽ノ浦中学校（☎44－2045）へ
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阿南市長杯
第４回阿南将棋大会
将棋愛好家が一堂に会し、交流と親睦を深
めるとともに、将棋を通じて集中力・創造
力・判断力を高め、広く仲間づくり、生き
がいづくりを推進します。
日時 10月20日㈰ 受付 9:00～9:30
開会式 9:30～9:45
競技 9:45～15:45
表彰式15:45～16:00
場所 ひまわり会館２階 ホール
会費 一般2,000円、
女性・高校生以下1,000円
定員 80人（先着順）
申込締切日 10月13日㈰
問 阿南将棋同好会001 長尾
（☎090－9553－3476）へ

あなんまちマルシェ2019
開催決定

阿南市の魅力や人のぬくもり・手作りの良
さを伝え、コミュニケーションを深めるき
っかけの場となりますよう、皆さまのお越
しをお待ちしています。
日時 11月10日㈰ 10:00～15:00
場所 商工業振興センターからJR阿南駅
西口広場周辺
出店ブース 67ブース
内容 物販、飲食、体験ほかお子さま向け
の楽しい企画も予定しています！
※くわしくは、広報あなん11月号をご覧
ください。
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

ひなぎくハロウィンパーティ♪♪
仮装してお菓子をもらったり、紙袋を手作
りしましょう♪歌や絵本の時間もあるので
小さいお子さんもぜひ参加してくださいね
(^ ^)
日時 10月26日㈯ 10:00～11:30
場所 ひまわり会館 児童、グルメルーム
対象 お子さん（小学生まで）と30歳以
上のママ
定員 ５組
参加費 100円（お子さん１人につき）
問 ひなぎく会 福原
e-mail:daisy0852525@outlook.jp
K ネットとくしま（☎088－678－5200）
※メールに氏名、年齢、住所（町名まで）
を記入してお送りください。
メールは受信設定で必ず返信できる状態
にしておいてください。
※☎は３日以上メールの返信がない場合のみ。
↓SNS のDM でも申し込みを受け付けて
います。
☆facebook（「ひなぎく会 阿南」で検索）
https://m.facebook.com/daisy0852525
☆Instagram（＃ひなぎく会）
https://www.instagram.com/daisy0852525

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

たんぽぽまつり

介護予防教室

日時 10月６日㈰ 10:00～14:00
場所 那賀川公民館
内容 利用者手作りの作品展示・即売、模
擬店、アトラクション、不用品バザー
※不用品バザーの品物（古着は除く）があ
りましたら、ご提供ください。
問 たんぽぽ作業所（☎44－6888）へ

日時
場所

シニアの皆さん！
「介護助手」として
活躍しませんか
県では、シニアの方を対象に「介護助手」
として地域社会に貢献していただくモデル
事業を11月頃から３カ月間実施します。
「介護助手」とは、シニア向けの「新しい
働き方」で、介護施設・事業所で、清掃や
シーツ交換、話し相手などの、介護周辺の
業務を担うお仕事です。短時間の勤務で、
無資格、未経験でも参加できます。
（継続
雇用可）興味のある方、まずは「事前説明
会」にご参加ください。
事前説明会
①10月４日㈮ 14:00～
場所 グループホーム 花乃苑（羽ノ浦町
中庄大久保78番地 ☎44－1331）
②10月５日㈯ 14:00～
場所 介護老人保健施設 ロイヤルケアセ
ンター（那賀川町芳崎367番地 ☎
42－3838）
※事前にお申し込みください。（当日参加
も可）
問 徳島県社会福祉協議会
（☎088－654－4461）へ

観光ボランティアガイドと共に
美波町日和佐～郷土の魅力
再発見講座～を開講します！
美波町日和佐地区の町並みの歴史と変遷に
ついて、観光ボランティアガイドの視点よ
り講義を行います。その後、「にぎやかな
過疎の町美波町（にぎやかそ）」として変
貌を遂げる門前町（桜町通り）や薬王寺を
ガイドします。講座に参加して、さらに美
波町の魅力を発見してみませんか。
日時 11月10日㈰ 10:00～12:00
場所 美波町日和佐公民館3階 大会議室
（美波町奥河内字寺前153番地1）
講師 観光ボランティアガイド会日和佐
参加費 無料 定員 40人（先着順）
対象 小学５年生以上（小学生の場合、大
人の同伴が必要です）
申込締切日 10月31日㈭
申込方法 住所、氏名、生年月日、電話番
号を明記の上、メールまたはフ
ァクスでお申し込みください。
問 〒779-2305 美波町奥河内字弁才天
17番地１ 徳島県南部総合県民局地域
創生部〈美波〉地域振興担当（☎0884
－74－7319・FAX0884－74－7337）へ
e-mail：nanbu_c_m@pref.tokushima.jp

10月７日㈪ 10:00～11:00
高齢者交流センター
（福井町森２番地３）
内容 笑いヨガ 講師 岩野沙織さん
※申込不要、参加費無料
問 南部高齢者お世話センター
（☎36－3634）へ

「あなん健康増進ロード」を歩こう
開催日 10月19日㈯ ※小雨決行
日程 9:30夢ホール集合～牛岐城趾公園
～横見橋～住吉橋～アピカ～信金～
サンアリーナ～すし一貫～聖母幼稚
園～12:30頃阿南駅解散（約7㎞）
参加費 300円（歩こう会会員は200円）
持参物 飲み物、雨具、健康保険証など
※昼食時間は設けません。長袖、長ズボン、
履きなれた靴でご参加ください。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。駐車場所は
夢ホール周辺で案内します。
問 阿南歩こう会事務局 新川
（☎22－3188）へ
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「第44回阿南駅伝大会」
出場チームを募集します
日時

12月８日㈰ 9:15開会式
（10:00～スタート）
場所 スポーツ総合センター
一般の部（男子のみ・男女混合）
部門
女子の部（女子のみ）
参加資格 中学生以上の５人から10人ま
でのチーム（市外からの出場可）
コース スポーツ総合センター周回コース
総距離 14.8㎞（全５区間）
距離 １人２～4.1㎞
参加料 １チーム5,000円
申込期間 10月７日㈪～11月８日㈮
問 スポーツ振興課（☎22－3394）へ
▼▼

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

桑野川右岸住吉堤防耐震対策
工事に伴う通行止めのお知らせ
堤防耐震対策工事を行うにあたり、下図点
線部の市道通行止めを行いますのでお知ら
せします。工事期間中、ご迷惑をおかけし
ますが、よろしくお願いいたします。
期間 10月１日㈫～令和３年３月末まで
場所 桑野川大橋下から住吉橋まで

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、解決
のためのアドバイスをします。
日時 10月６日㈰ 13:00～16:00
（受付12:45～15:30）
場所 ひまわり会館２階 研修室うめ
対象 県内にある事業所の労働者（退職者
含む）および使用者（経営者）
申込方法 予約優先。10月４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
e-mail:roudouiinkai@pref.tokushima.jp

将棋教室
会員募集
阿南こども将棋教室
日程 毎週土曜日 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）
日本将棋連盟那賀川支部会員
日程 毎週土曜日 9:30～17:00
場所 ひまわり会館３階 和室
対象 青少年から高齢者の方まで性別、年
齢を問いません。
※日程、申込方法等くわしくは、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

問 国土交通省 那賀川河川事務所
工務課（☎22－6542）へ

Waンダーふれあい感謝デー2019
日時 11月３日㈷ 9:30〜15:00
※悪天候により中止になる場合あり
場所 Ｊパワー＆よんでん Wa ンダーラ
ンド（福井町舟端1）
内容 スター☆トゥインクルプリキュアシ
ョー①11:00②14:00、日本最大級！橘湾
火力発電所見学会①9:45②11:00③12:45
④14:00、はたらく車、ミニＳＬ、スロッ
トカー、ロボフィッシュフィッシング、ふ
わふわ恐竜迷路、タッチングプール、こけ
玉作り（有料）、ストラックアウト、射的、
スーパーボールすくい、キャラクターネイ
ル、大道芸人ひろと①10:00②14:30、阿
南第二中学校 GreenJazz パラダイスオ
ーケストラ演奏9:30、花苗プレゼント（先
着500鉢）、食べ物屋台ほか
※参加観覧無料。あななんも遊びにくるよ♪
※くわしくは、ホームページをご覧下さい。
「Wa ンダーランド」で検索
問 J パワー＆よんでん Wa ンダーランド
（☎34－3251）へ

ＥＣＯイベント出店者募集
リサイクル品やハンドメイド品のフリーマ
ーケットの出店者を募集します。
日時 12月１日㈰ 9:30～15:00
場所 エコパーク阿南 管理啓発棟
出店料 無料
出店資格 市内在住の方（未成年および業
者の方は不可）
※10月20日㈰10:00から選考説明会を開
催しますので、出店を希望される方は、
電話にて申し込みの上、ご参加ください。
問 環境啓発センター（☎49－5820）へ

阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター
阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター複合型施設
オープニングイベント
日時 11月２日㈯ 10:00～
場所 北の脇海水浴場および阿南市Ｂ＆Ｇ
海洋センター複合型施設
内容 ビーチサイドカルチャーイベント
※申込不要・参加費無料（一部有料有）
11月から北の脇海水浴場にオープンしま
す阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター複合型施設で
は、マリンスポーツはもちろん、年間を通
してさまざまなイベントを計画していま
す。11月のイベントをお知らせします。
海辺のまなびや
日時 11月４日（振休）13:00～15:30
場所 阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センタ－複合型施
設２階 研修室
対象 小中学生とその保護者
参加費 300円 定員 10組
講師 牟岐少年自然の家 海洋環境学習ア
ドバイザー 中島茂範さん
ヨガと汐風で元気になろう !!
日時 11月９日㈯ 10:00～11:00
場所 阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センタ－複合型施
設２階 研修室および北の脇海水浴
場砂浜
参加費 500円 定員 20人
講師 岡田企画株式会社
※雨天時は研修室にて実施。
海水から塩づくり “ 紀伊水道からの贈り物 ”
日時 11月16日㈯ 13:30～16:00
場所 阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センタ－複合型施
設２階 研修室
参加費 500円
定員 10人（小学生の方は保護者の同伴
をお願いします。
）
講師 塩工房 山下 透さん
親子ドローン体験教室
日時 11月23日㈷ 13:00～15:00
場所 阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センタ－複合型施
設２階 研修室
対象 小中学生とその保護者
参加費 無料 定員 10組
講師 Boon Drone 坂本義則さん、日亜
化学工業ドローン部 松原裕生さん
〈共通事項〉
申込方法 お電話でお申し込みください。
（先着順）
問 スポーツ振興課（☎22－3394）へ
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10月の相談
日 開催日

時 時間

所 場所

予 予約受付

10月の休日・夜間診療

問 問い合わせ先

弁護士による法律相談（要予約） 10日㈭、17日㈭
時 13:30～16:30 所 市役所１階 相談室
予 １カ月前から 問 市民生活課 ☎22−1116

※内容により、お受けできない場合があります。

行政相談委員による行政相談
時 9:30～11:30 所 市役所１階
問 市民生活課 ☎22−1116

８日㈫

相談室

時 14:00～16:00 所 ひまわり会館１階
問 徳島県司法書士会 ☎088−657−7191（相談予

約電話）※１人30分まで。

消費生活相談（来所時は要電話） 平日開館
時 9:30～16:30 所 社会福祉会館３階（阿南駅南隣）
問 消費生活センター ☎24−3251

９日㈬

時 13:30～16:00 所 椿公民館、中野島総合センター
問 人権・男女参画課 ☎22−3094

人権相談

18日㈮

時 13:30～16:00 所 ひまわり会館
問 人権・男女参画課 ☎22−3094

１・８・15・29日 時 13:00～17:00
11・25日 時 13:00～16:00
ひまわり会館１階 予 随時
男女共同参画室相談予約電話 ☎22－0361

年金相談（要予約） 今月の相談日はありません。
時 9:30～15:30 所 市商工業振興センター
予 １カ月前から電話による完全予約制
問 徳島南年金事務所 ☎088−652−1511

子育て家庭教育電話相談（来所相談も可）
日 月曜日～金曜日（祝日除く） 時 9：00～12：00
問 家庭教育支援チーム「育みクラブ」 ☎42−3885

７日㈪、21日㈪、28日㈪

時 10:00～15:00 所 ひまわり会館１階
問 社会福祉協議会 ☎23−7288

空き家・空土地有効活用相談会

医療機関名
富
永
医
院
阿南市夜間休日診療所
玉
眞
病
院
阿南市夜間休日診療所
阿南市夜間休日診療所
阿南市夜間休日診療所

さい。当日変更する場合があります。
18：00〜22：00（日曜・祝日は17：00〜）
当番医療機関の問い合わせは 阿南市消防本部 ☎22−1120
音声案内 ☎22−9999まで
または阿南市医師会ホームページをご覧ください。
※必ず事前に当番医療機関に電話で確認してから受診してくださ
い。当日変更する場合があります。
●小児救急医療体制 受入日や時間帯は徳島県ホームページ
「医療とくしま」
にてご確認ください。

防災行政無線の自動電話応答サービス

８日㈫

10月の市税
■市 県 民 税（第３期）
■国民健康保険税（第５期）
納期限は、10月31日㈭です。納め忘れのないようにしましょう。
市税の納付および分納等の納税相談を受け付けています。

※課税内容のご相談については、平日開庁時間内に対応しています。

延長窓口 16日㈬ 17:15〜19:15 正面玄関よりお越しください。
日曜窓口 27日㈰
問い合わせは

8:30〜17:00 東玄関よりお越しください。

税務課納税係（☎22−1792）へ

10月の平日延長窓口
２日㈬、16日㈬ 17:15〜18:15

スポーツ施設10月の休館日
スポーツ総合センター

人口と世帯数

※令和元年８月末日現在カッコ内は前月対比

17日㈭

時 13:30～16:30 所 市役所２階 207会議室
予 前日までに徳島県よろず支援拠点へ
問 徳島県よろず支援拠点 ☎088−676−4625

広報 あ

な ん 2019.10

７・15・21・28日

（温水プールはボイラー交換のため１～31日まで休み）

那賀川スポーツセンター
羽ノ浦総合国民体育館
羽ノ浦健康スポーツランド
県南部健康運動公園

中小企業の経営相談会（要予約）

または住宅・建築課 ☎22－3431

31

☎28−9000

防災行政無線からの放送内容を電話で確認することができます。

人 口
（男）
（女）
世帯数

☎22−3290

問い合わせは
☎44−2123
☎28−6200
☎23−0551
☎28−6200
☎28−6200
☎28−6200

●夜間（毎日）の当番

時 10:00～16:00 所 市役所２階 市民交流ロビー
問 徳島県宅地建物取引業協会阿南・海部支部 ☎23−7408

または商工観光労政課

所在地
羽ノ浦町
宝 田 町
宝 田 町
宝 田 町
宝 田 町
宝 田 町

●住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄・抄本、身分証明
書、所得証明書、所得課税証明書、市・県民税公課証明書、
軽自動車税納税証明書の交付（※時間延長時は、住民異動・印鑑
登録・申告等は行っていません） 市民生活課（☎22−1116）へ

※11月の相談日は７日㈭です。

心配ごと相談

日
6日
13日
14日
20日
22日
27日

9：00〜17：00

10 月の延長・日曜窓口

女性のための生き方なんでも相談 （要予約）
日
日
所
問

●休日昼間

※ 必ず事前に当番医療機関に電話で確認してから受診してくだ

司法書士による法律相談（要予約） 25日㈮

特設人権相談

軽症でも急いで治療の必要がある場合、次の医療機関で受診できます。

72,873人（−107）
35,327人（− 47）
37,546人（− 60）
31,014世帯（− 5）

2・９・16・23・30日
７・15・21・28日
７・15・21・28日
１・８・15・23・29日

選挙人名簿登録者数
登録者数
（男）
（女）

61,743人
29,672人
32,071人

※令和元年９月２日現在

編集後記 阿南医療センターで行われた救急患者受け入れ訓練で、ドクタ
ーヘリを見学しました。機内に設置された精密医療機器の多さにびっくり。
まさに空飛ぶ救命室でした。（谷内）取材記事は市ホームページやフェイ
スブックで最速のご報告。併せて、週末の催しも週半ばにお知らせしてい
ます。阿南市のイベントをぜひ確認・参加してください。（福岡）

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

第45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13日㈰ 12:00～21:00
※今年は例年より進行が早くなります。
※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、玉入れ、踊り（羽ノ浦
音頭など）、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

男の子のための
ベビースキンケア教室
お母さんには分からない男の子のおちんち
んケア。小さい頃からのケアで清潔を保ち、
トラブルが起こりにくくなります。 おう
ちですぐ始められるケアを学びましょう♪
日時 10月9日㈬ 10:30～11:30
場所 ラヴォワール（向原町天羽畭115番
地１）
対象 ０歳～３歳の男の子とママ
参加費 １回1,500円 ※要予約
※おくるみタッチケア、ベビーマッサージ
教室も開催中♪ 日時など、くわしくは
お問い合わせください。
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
PLUS BABY 玉置
（☎090－2895－0224）へ

令和元年度とくしま科学技術アカデミー
Society5.0体感事業

「エシカルハウスをVRでつくろう！」
自然の力と設備を融合させた燃費の少ない
「エシカルな家」について学習し、課題を
考え、解決していきます。実際にエシカル
ハウスをVR で体験できます。当日は阿南
高専のお兄さんやお姉さんと楽しく話がで
きますよ！また、建設コースの紹介もあり
ます。
日時 11月9日㈯、10日㈰ 9:30～12:00
場所 阿南高専 図書館2階 アクティブ
ラーニングスタジオノース
対象 中学生
定員 各10人（事前申込制・先着順）
受講料 無料
申込方法 11月１日㈮までに阿南高専ホー
ムページ内の申込フォームまた
はお電話でお申し込みください。
※くわしくは阿南高専ホームページでご確
認ください。
問 阿南工業高等専門学校総務課
森本（☎23－7100）へ

市民の情報ひろば

「身元調査お断り」
ワッペン運動を行います
同和問題の解決をしていく上で重大な人権
侵害となる身元調査をなくす取組として、
阿南市イメージアップキャラクター「あな
なん」と共にワッペン配布による街頭啓発
活動および平島小学校金管バンドによる人
権コンサートを行います。
日時 10月26日㈯ 9:00～12:30
場所 道の駅公方の郷なかがわ
問 阿南市人権教育協議会那賀川支部
（那賀川公民館内 ☎21－2019）へ

お酒に関する相談・例会
日程 いずれも18:30～20:30
▶10月 9日㈬ 羽ノ浦地域交流センター
▶10月11日㈮ ひまわり会館
▶10月25日㈮ ひまわり会館
例会の内容 今月のテーマ
「前向きの断酒」
問 ＮＰＯ法人 徳島県断酒会事務局
（☎088－641－0737）へ

大正琴コンサート
日時

新著「不登校になって
伸びた７つの能力」
出版記念トークライブ!!
小・中・高に通わず大学へ行ったよっぴー
まりんちゃん親子が１年ぶりに徳島へ♪
日時 10月５日㈯ 13:00～15:00
場所 サテライトオフィス「屯 はる」
（吉井町原57番地１）
参加費 2,500円
問 にじいろ広場 親と子のひみつきち
（☎080－9831－0984）へ
e-mail: misaromangel@gmail.com

中小企業の経営相談会のご案内
本年は、キャッシュレス元年です。インタ
ーネットのエリアマーケティングと合わせ
た導入が効果的です。手順・手法等経営上
の相談がある方は、ご連絡ください。
県南部サテライト相談所
日時 10月9日㈬、11月13日㈬、
12月11日㈬ 10:00～16:00
※前日までに徳島県よろず支援拠点にご予
約ください。
※毎月第2水曜日に開催します。
場所 南部総合県民局阿南庁舎３階 協議
室
問 徳島県よろず支援拠点（☎088－676－
4625）または商工観光労政課（☎22
－3290）へ

勤労青少年ホーム 季節の和
菓子作り短期講座受講者募集
季節の味覚、マスカット大福を作りましょ
う。
日時 10月27日㈰ 10:00～12:00
場所 勤労青少年ホーム 料理室
持参物 三角巾、エプロン 定員 15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）
受講料 300円（前納）
講師 前松堂（勝浦町）前田道夫さん
※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
申込締切日 10月18日㈮
問 勤労青少年ホーム（☎42－4572）へ
※受付時間は平日13:00～20:00

10月19日㈯ 14:00～
（受付13:30～13:55）
場所 杜のホスピタル5階 杜のホール
出演 若木昭江さん
定員 70人 ※入場無料
問 杜のホスピタル リハビリテーション
石川（☎22－0218）へ

第19回阿南体操祭・第24回
阿南市体操協会公開演技
ダイナミックかつ美しい技の演技を見てみ
よう！いろいろな体操競技にトライして、
商品をゲットしよう！
日時 10月14日㈷
9:00～12:00（受付8:30～）
場所 スポーツ総合センター
（サンアリーナ）
参加費 200円 ※当日受付
内容 体験体操教室、公開演技（ヴェニエ
ラ RG・アルティウス体操クラブ）
、
体操ポイント競技チャレンジ（トラ
ンポリン・跳び箱・新体操フープな
ど）
問 阿南市体操協会 アルティウス体操クラ
ブ（☎22－0202）へ
e-mail：altius_taisou@yahoo.co.jp

あなんテレワーク
推進センター
イベント情報！
ＰＣとインターネットの基礎
パソコンやインターネットの使い方を実践
しながら学べます。
日時 10月７日㈪ 10:30〜12:00
場所 牛岐城趾公園管理事務所2階（富岡
町トノ町24番地21）
※お車でお越しの際は市役所の駐車場をご
利用ください。
持参物 パソコン（２台までレンタルＰＣ
あり）
対象・定員 市内在住の女性、８人程度
参加費 無料
申込方法 電話、ファクス、メールで、氏
名、年齢、電話番号、希望日、お子さま連
れの場合はお子さまの年齢をご記入の
上、お申し込みください。
問 あなんテレワーク推進センター（テレワ
ークひろば）
（☎・FAX24－8009）へ
e-mail:anan@child-rin-tokushima.com
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