
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。

阿南市女性協議会30周年記念講演会

「男女が共に自分らしく
輝いて生きるために」 
私たちは女性の地位向上をめざして30年
活動してまいりました。男女皆さまのお越
しをお待ちしています。　
日時　12月15日㈰　13:00～
　　　（受付12:30～）
場所　富岡公民館２階　大ホール
内容　 ▼オープニング
　　　　（大原湊どんぐりサロンの演奏）
　　　 ▼阿南市女性協議会30年の歩み
　　　 ▼講演（講師:岡山理科大学　
　　　　　　非常勤講師　市場恵子さん）

※参加費無料、申込不要
問 阿南市女性協議会　会長　川田
　 （☎42－1668）へ

徳島航空基地開隊61周年
記念行事に係る基地一般公開
徳島航空基地開隊61周年記念行事に合わ
せて、徳島航空基地を公開します。皆さま
のご来場をお待ちしています。
日時　11月17日㈰　9:00～15:00
場所　海上自衛隊徳島教育航空群（松茂町）
内容　航空機飛行展示、航空機地上展示、

その他各種イベント等
駐車場　基地内に駐車場はありません。車

で来場される方は、アクアきらら
月見ヶ丘（旧吉野川浄水センター）
臨時駐車場または免許センター前

（旧徳島空港駐車場）臨時駐車場
をご利用ください。臨時駐車場と
徳島航空基地の間で、無料シャト
ルバスを運行します。徳島県運転
免許センター駐車場はご利用にな
れませんのでご注意ください。

※くわしくは、徳島教育航空群ホームペー
ジをご確認いただくかお問い合わせくだ
さい。

問 海上自衛隊徳島教育航空群広報室
　 （☎088－699－5111内線3234）へ楽しく学ぶ

「どきどきパソコン教室」 
▶エクセル講座
　11月８日㈮、11日㈪
▶画像編集講座
　11月15日㈮、18日㈪、22日㈮
▶パワーポイント講座
　11月25日㈪、29日㈮、12月６日㈮

〈共通事項〉
時間　13:30～15:30
場所　羽ノ浦公民館
定員　各コース各回とも17人
受講料　2,100円(3回分)　
※１講座ごとの申し込みも可
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　粟田
　 （☎090－1007－3845）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。１月号の締め切りは11月29日㈮です。
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

あなんテレワーク
推進センター
イベント情報！

自営型テレワーカーのための確定申告
基礎知識から作成時に気をつけたいポイン
トなど、税理士の方がわかりやすく説明し
てくれます。
日時　11月８日㈮　10:30～12:30
持参物　筆記用具
定員　12人

文字起こし実践
仕事が受注できるサイトの紹介、音源再生
の便利なソフトから文字起こしのコツ、キ
ーボードが苦手な方の音声入力方法まで丁
寧にお伝えします。
日時　11月20日㈬　10:30～12:30
持参物　パソコン（２台までレンタル PC

あり、要申込）、イヤホンまたは
ヘッドホン

定員　８人
※20日㈬「文字起こし実践」のみ、2人ま

で無料託児あり。（阿南ファミリー・サ
ポート・センターの会員登録が必要）申
し込み時に希望の旨をお伝えください。

託児場所　ひまわり会館３階　ゆとりの間

〈共通事項〉
対象　市内在住の女性
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

利用いただきますようお願いいたします。
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
※月、水、金曜日（祝日除く）10:00～15:00

第５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17日㈰　9:30出発
　　　（受付8:30、開会9:00）
集合場所・駐車場　那賀川河川敷第３緑地

（岩脇桜づつみ公園前）
・山間コース（５㎞）　那賀川堤防～上岩
脇ゾーン～岩脇ゾーン～阿千田道～やまな
み道～香風台公園～北岸用水～古毛・明見
ゾーン～羽ノ浦荘
・平地コース（３㎞）　那賀川堤防～上岩
脇ゾーン～岩脇ゾーン～県道側道～北岸用
水～古毛・明見ゾーン～羽ノ浦荘
解散　羽ノ浦荘前（ゴール前で接待等あり）
申込方法　11月11日㈪までに電話または

メールでお申し込みください。
●第５回　コスモスリンク in川北
スタンプラリーの開催（11月１日㈮～30
日㈯）。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」で確認の上、
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

阿南少年少女合唱団 団員募集!!

３歳から小・中・高校生まで。３つのコー
スに分かれてお子さまのレベルに応じた音
感教育が受けられます♪阿南少年少女合唱
団は「歌声の響く明るい町づくり」をめざ
しています。
日程　毎週土曜日　13:30～16:00
　　　（45分～90分程度のレッスン）
練習場所　ひまわり会館２階　 21世紀室
※くわしくは、メールまたはお電話でお問

い合わせください。見学はいつでも歓迎
します。

問 阿南少年少女合唱団　初崎
（☎090－7623－0222）へ
e-mail:mamion711@docomo.ne.jp

スポンジテニス参加者募集

スポンジボールを使い、バトミントンコー
トでテニスのルールでゲームをします。足
腰の筋肉も使えば若返り、増えるといいま
す。個人にあった運動量で、少しでも運動
不足を解消しませんか。随時講習も行って
いますので、お気軽にご参加ください。
日程　毎週水曜日　19:00～22:00
場所　羽ノ浦総合国民体育館C アリーナ
　　　（羽ノ浦中学校横）
参加費　１回300円
持参物　体育館シューズ、飲料、タオル
　　　　（貸出用ラケット有）
問 羽ノ浦体育協会テニス部ST部　
　 代表　丸岡（☎090－4970－7845）へ

合気道教室
練習生募集

合気道を学びながら日本武道の礼儀や心を
養ってみませんか。子どもたちの強く、優
しく、たくましい心と身体の育成を願って
教室を開いています。
対象　５歳～15歳
稽古日程　毎週金曜日　19:00～20:00
場所　武道館（大潟町）
受講料　月額2,000円　
※別途入会金2,000円が必要です。
問 合気道敷島塾阿南道場　川越
　 （☎49－4077）へ

第７回本庄教育集会所
人権フェスティバル
日時　11月３日㈷　11:00～14:00
　　　（小雨決行）
※雨天順延　４日（振休）　11:00～14:00
場所　本庄教育集会所、グラウンド
　　　（長生町舟田66番地）
目的　思いあい　支えあい　共に生きる仲

間づくりをめざして　
内容　▶楽しいステージプログラム（阿南

第一中学校吹奏楽部の演奏、手話コ
ーラス、３Ｂ体操（会場の皆さんと
参加型）、中学生応援合戦、本庄保
育所２歳児のおみこしワッショイ、
あななんと一緒に!!、人権コンサー
トユナイテッドブラザーズ、バンド
教室の演奏、ギター教室演奏、手話・
ギター合同演奏ほか）▶展示（生け
花展、第１回から６回までの写真展）

模擬店　 ▼フランクフルト、フライドポテ
ト、みそ田楽、揚げパン、焼きそ
ば、ホットコーヒー、飲み物すべ
て各100円

　　　　 ▼綿菓子は無料

問 本庄教育集会所（☎23－2219）へ

もみじ川温泉
もみじまつり花火大会
日時　11月10日㈰　
▶まつり14:00～　▶花火大会18:00～
※雨天決行（荒天時中止）
場所　もみじ川温泉（那賀町大久保字西納

野４番地７）
内容　3,000発の花火が夜空を舞う、マグ

ロ解体ショー、野菜つめ放題、露店
たくさんあります。

問 もみじ川温泉（☎0884－62－1171）へ
e-mail:info@momijigawa-spa.com

旬の野菜を楽しくおいしく
一緒に調理をしませんか！
野菜ソムリエプロの近藤が、旬の野菜を使
って簡単に何度でもためしたくなるレシピ
を紹介いたします！
日時　毎月第１金曜日　9:30～12:30
※公民館の行事等で日程が変更になること

もあります。
場所　富岡公民館１階　調理室
定員　15人程度
参加費・材料費　お問い合わせください。
申込締切日　開催日３日前まで
問 野菜ソムリエ　原田
　 （☎090－3989－2317）へ

阿南おはなしボランティア
ネットワーク定例勉強会
日時　11月16日㈯   10:00～12:00
場所　阿南図書館２階　和室 
内容  おはなし会がより楽しくなる「わら

べうた遊び」の講習、実習
※どなたでも参加できます。
※参加費無料、申込不要
問 阿南おはなしボランティアネットワーク
　 佐々木（☎090－8975－4986）へ

第17回AnanYEG
クリスマスパーティー参加者募集
充実のケーキバイキングで参加者同士が楽
しく懇談しながら、お互いの親睦を深める
場を提供させていただきます。お気軽にご
参加ください。
日時　12月８日㈰　13:00～17:00
場所　ロイヤルガーデンホテル
対象　阿南市へ定住することに興味のある

独身で20歳～30歳代の男女
定員　男性25人、女性25人
　　　※応募多数の場合は抽選
参加費　男性2,000円、女性無料
申込締切日　11月18日㈪ 
※当選者には11月末までにメール連絡
申込方法　下記①、②のいずれか一方でお

申し込みください。
① QR コード
② anancciyeg@gmail.com

へ氏名（フリガナ）、性別、
年齢、住所、電話番号を記
載し送信してください。

問 阿南商工会議所青年部事務局　羽田
　 （☎22－2301）へ　※ 平日9:00～17:00

自衛官候補生
（任期制自衛官のコース）

陸上自衛隊高等工科学校生徒
（高校と自衛隊の勉強をしながら、将来は

自衛官として社会に貢献するコース）

応募資格 18歳以上33歳未満の男女 令和２年４月１日現在、
15歳以上17歳未満の男子

受付期間 現在受付中 11月１日㈮から令和２年１月６日㈪まで

試 験 日 受付時お知らせします。 令和２年１月18日㈯

入隊時期 令和２年４月 令和２年４月

試験会場 徳島航空基地（徳島県板野郡松茂町）

問 自衛隊阿南地域事務所（☎22−6981）へ

自衛官採用試験案内お酒で悩んでいませんか。巻き込まれて
いませんか。
お酒に関する相談・例会

お酒は一人ではやめられません。やめるに
はお酒に関する理解と仲間が必要です。一
度、相談・例会の見学に来てみませんか。
日程　いずれも18:30～20:30
▶11月 8日㈮　ひまわり会館３階
▶11月13日㈬　羽ノ浦地域交流センター 
▶11月22日㈮　ひまわり会館３階
例会の内容　今月のテーマ「今日一日の断
酒」
※県内他会場でも実施しています。下記へ

お問い合わせください。
問 NPO法人　徳島県断酒会事務局
　 （☎088－641－0737）へ

第７回「徳島アルコール問題を考える」
市民公開セミナー
お酒と心と身体の健康を考える

日時　11月13日㈬　13:30～16:00
                　　　　 （受付13:00～）
場所　阿南保健所２階　大会議室
内容　基調講演「アルコール、自殺、うつ

のトライアングルを考える」
講師　医療法人　東布施辻本クリニック理

事長・院長　辻本士郎さん
対象　興味関心のある方、どなたでも
問 阿南保健所（☎28－9878）または保健

センター（☎22－1590）へ

バレエスタジオ Twinkle
第13回発表会
日時　12月1日㈰　14:00～（開場13:30）
場所　夢ホール（文化会館）
演目　クララの夢ほかバレエコンサート
※入場無料
問 バレエスタジオ Twinkle　岡﨑惠子
　 （☎090－2828－1899）へ

おもち投げします !!
みなさん !! きてね

手話通訳
あり
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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開催
日時　11月２日㈯　10:00～16:00
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　SUP体験会、SUP レース、藍染め

体験、ドローン体験、ドローンお菓
子釣り体験、美術家 野老朝雄トー
クイベントほか

参加料　無料（お菓子釣り体験および藍染
め体験は有料）

11月から北の脇海水浴場にオープンする
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。
12月のイベントをお知らせします。
海辺のまなびや
日時　12月１日㈰　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　800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
ヨガで心も身体もリフレッシュ !!
日時　12月10日㈫　19:00～20:00
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　20人
講師　岡田企画株式会社
親子ドローン体験教室
日時　12月14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（11月23日

㈷に参加される方は申し込めません） 
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
冬の天体観測～クリスマスに星を見よう＆
冬の星空案内～
日時　12月24日㈫　19:00～21:00
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

参加費　無料
定員　30人（小中学生の方は保護者の同

伴をお願いします。）
星空案内人　科学センター職員

〈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

健康とくしま“ウオーキング・ラリー”

町歩きを楽しんでメタボ・ロコモ予防に。
日時　11月10日㈰　9:15～12:00
集合場所　健康づくりセンター
コース　健康づくりセンター～富岡西高校

～宝橋～富岡西高校～牛岐城趾公
園～富岡町中～阿南医療センター
～健康づくりセンター

参加費　500円（中学生以下は無料）
※ポールの貸出は１組300円
定員　50人程度
問 とくしまノルディック・ウオーク協会

（☎090－3782－4325・FAX088－
642－5003）へ

遺言・相続・成年後見制度相談会

日時　11月９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）へ　
※土、日曜日は（☎26－1157）へ

阿南税務署からのお知らせ 

●令和元年分　年末調整説明会
日時　11月21日㈭
　　　10:00～11:30、13:30～15:00
場所　文化会館1階　視聴覚室
対象地域　阿南市　
持参物　事前にお送りした年末調整関係書

類
●消費税軽減税率制度等説明会
日時　11月21日㈭
　　　11:30～12:00、15:00～15:30
場所　文化会館１階　視聴覚室
対象地域　阿南市
●「税を考える週間」
期間　11月11日㈪～17日㈰
テーマ　「くらしを支える税」
週間中の活動　
▶国税庁ホームページによる広報▶SNS
を利用した広報▶講演会の実施や関係民間
団体等と連携した各種イベントの実施▶消
費税の軽減税率制度に関する取組の紹介▶
ICT を利用した申告・納税手続、社会保障・
税番号制度への取組の紹介
●阿南税務署管内の小学生、中学生および

高校生の税に関する優秀作品の展示
内容　税に関する作文、ポスターおよび絵

はがき
期間　11月11日㈪～17日㈰（休館日を除

く）
場所　ショッピングプラザ アピカ 、羽ノ

浦図書館
問 阿南税務署（☎22－0414）へ

「鈴ヶ峰」へ登ろう（約５㎞）

開催日　11月2日㈯　※小雨決行
日程　10:30宍喰駅集合～登山口～やっこ

草案内板～円通寺跡～鈴ヶ峰頂上
（折り返し）～15:00頃宍喰駅解散

★鈴ヶ峰（標高395m）への登り、下りが
あります。

※駐車場所は宍喰駅周辺で案内します。
参加費　300円（当会会員200円）
持参物　弁当、飲み物、雨具、杖、健康保

険証など
※長袖、長ズボン、滑りにくい靴でご参加

ください。
※傷害保険には加入していますが、保険適

用外の疾病などの責任は負いません。
問 阿南歩こう会事務局　新川
　 （☎22－3188）へ

県立南部テクノスール
受講生募集
訓練科　 IT 技能科２
内容　ワード、エクセル 、パワーポイント等
定員　15人
対象　離転職者等で、公共職業安定所長か

ら受講あっせんを受けた人
訓練期間　12月12日㈭～令和２年３月11

日㈬（日、祝日、年末年始は休
校日 ）

訓練時間　9:00～15:50
訓練場所　四国進学会阿南校
受講料　無料 ※テキスト代 は自己負担
申込期間　11月21日㈭まで
申込先　居住地を所管する公共職業安定所へ
問 公共職業安定所または南部テクノスクー

ル （☎26－0250）へ

多機能ホームキムラから
防災訓練のご案内
日時　11月11日㈪　14:00～15:00
場所　小規模多機能型居宅介護事業所　多

機能ホームキムラ（横見町高川原
29番地１）地域交流ひろば

内容　消防本部職員によるAED講習、水
消火器による消火訓練

※参加無料。地域の方もお気軽にご参加い
ただき、もしもの時に備えましょう。

問 多機能ホームキムラ　
　 管理者　木村（☎23－5031）へ

歴史的建造物活用まちづくり
椿泊～手摺りにみる漁師たちの

「粋」～まちあるき＆シンポジウム
椿泊の町並みや歴史的な建造物の活用につ
いて探ります。
日時　12月１日㈰　まちあるき　10:00～
12:00、シンポジウム　13:30～16:30
場所　まちあるき　椿泊漁協に集合
　　　シンポジウム　椿泊漁協２階
定員　まちあるき　30人（応募者多数の
場合は抽選）、シンポジウム　70人程度
参加費　無料（お弁当を事前に申し込みさ
れた方は、1,500円を当日支払い。）
申込方法　まちあるきは、県ホームページ
からの専用申込フォーム、または往復はが
き（往信用裏面に①郵便番号②住所③代表
者名④電話番号⑤希望人数・参加者の名前
⑥弁当（昼食）の注文数を、返信用表面に
①郵便番号②住所③代表者名を記入）でお
申し込みください。シンポジウムは当日に
受け付けします。
申込締切日　11月26日㈫
問 〒770-8570　徳島市万代町１丁目１番地

徳島県県民環境部スポーツ・文化局文
化資源活用課（☎088－621－3267）へ

阿南高専公開講座「ロボット
カーセミナー～障害物回避編」 
ロボットカーに搭載しているＤＣモーター、
距離センサー、サーボモーターを学んだ後、
車体を完成させます。その後、Arduino 
に障害物を回避する動きをプログラミング
します。
日時　12 月７日㈯　13:00～16:30
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　3,000円
申込方法　11月５日㈫～15日㈮の期間に

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

企画情報係（☎23－7215）へ
※平日8:30～17:00

保育士による
ベビーマッサージ教室
赤ちゃんとのお出かけに、ママの気分転換
にも♪
日時　11月８日㈮　10:30～11:30
場所　ラヴォワール（向原町天羽畭115番
地１）
内容　ママに覚えてもらいやすいべビマ
対象　生後２カ月～１歳頃までの赤ちゃん

とママ
参加費　１回1,500円　※要予約
※おくるみタッチケア、ベビースキンケア

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

Waンダーランド「ふれあい感謝
デー2019」開催中止のお知らせ

「広報あなん10月号」におきまして開催の
ご案内をさせていただきました「Wa ン 
ダーふれあい感謝デー2019」は、諸般の
事情により中止することとしています。
開催を楽しみにされていた皆さまにはご期
待に沿えず、深くおわび申し上げます。
問 J パワー＆よんでんWa ンダーランド
　 （☎34－3251 ）へ

あつまる・つながる・あたたまる
あなんまちマルシェ2019
地域活性化と子育て世代の新たなイベント。
若者世代に阿南市の魅力や人のぬくもり・
手作りの良さを伝え、地域商業やものづく
りの良さを再発見していただく事を目的と
します。ぜひ、お越しください。
日時　11月10日㈰　10:00～15:00
場所　ＪＲ阿南駅周辺（ＪＲ阿南駅前、キ

ラキラ阿南、光のまちステーション
プラザ、阿南市商工業振興センター）

ブース数　65ブース
駐車場　市民会館、富岡東中学校・高校（ひ

まわり会館側）
※無料託児サービス有り（要予約／ファミ

サポ事務所☎24－5550まで）
企画展　
①「親子でＪＲプチツアー」を開催。列車
に乗って“ あななん” に会いに行こう！（阿南
駅11:26発⇒羽ノ浦駅⇒阿南駅着12:17） 
10:00受付開始（受付場所：JR阿南駅切
符売り場前）15組限定。
②まちマルシェスタンプラリー
会場内５カ所でスタンプを集めると、記念
グッズがもらえるよ！
③阿南市内周辺の４つの高校生も出店して
います。
主催　阿南まちゼミの会
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

県南を舞台にしたサイクリングイベント
「四国の右下」ロードライド2019を開催
します。大会運営にあたり、交通安全には
十分注意して行いますが、大会参加車両が
多数走行するため、コースとなっている道
路を通行される場合は、参加車両に十分ご
注意ください。皆さまの温かいご声援をよ
ろしくお願いします。
日時　11月10日㈰　7:30～16:30 
開催地　阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、

海陽町
参加予定人数　約650人
コース　まぜのおか（7:30スタート）→
国道55号→県道24号線→阿南市桑野町→
国道195号を那賀町方面へ　※本大会はタ
イムを競うレースではありません。
問 「四国の右下」ロードライドイベント実

行委員会事務局（☎徳島県南部総合県
民局地域創生部（美波）内0884－74－
7354）へ

「四国の右下」
ロードライド2019
ホームページ
ht tps : / /sh ikokunomig i sh i ta . jp /
docs/2019061300019/

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

第12回那賀川
源流コンサート

「四国の右下」ロードライド2019 
サイクリングイベントの走行車両に
ご注意ください

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　11月24日㈰　10:00～12:00
場所　長安口ダム下流特設会場（小浜大橋

付近より設置している案内看板に従
ってお越しください。）※駐車場有り

※入場無料
問 那賀川河川事務所　(☎22－6562）へ

那賀川河川事務所ホームページ　
源流コンサートに関する詳細な情報を
掲載していますので、ご覧ください。

http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/

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。１月号の締め切りは11月29日㈮です。
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

第３回ときめきパーティー
プチスイーツコン恋のバリアフリー
◆サンデーコース
日時　12月22日㈰　13:30～16:00

（受付12:30～）
場所　とくぎんトモニプラザ３階　大会議室
◆サタデーコース
日時　令和２年１月11日㈯　13:30～16:00

（受付12:30～）
場所　ときわプラザ２階　研修室
　　　（アスティとくしま内）

〈共通事項〉
参加条件　20歳～50歳までの独身で障が
いのある方および障がいに理解のある方
定員　両コースとも男女各20人程度（希

望者多数の場合は抽選）
参加費　男性1,000円、女性500円
　　　　（スイーツ、ドリンク、保険料）
申込方法　ＱＲコード、電

話、ファクス、
電子メールでお
申し込みくださ
い。

申込締切日　11月30日㈯
問 実行委員会事務局　上原
　 （☎090－2825－2692）へ

あなんで映画をみよう会

秋例会 
「こんな夜更けに
バナナかよ」

笑いと涙で描く、最高の感動実話
日時　11月23日㈷
 　　①10:30～12:30　②14:00～16:00
場所　夢ホール（文化会館）
出演　大泉　洋、高畑充希、三浦春馬ほか
入場料

問 あなんで映画をみよう会
　 （☎090－2788－5465）へ

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

 障がいのある方 －   500円
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