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将棋女流棋士・少年棋士の育成
in番町学原支部将棋教室 

時代の流れや少子化等により、将棋人口も減
ってきました。
しかし、古来から伝わる伝統文化である将棋
を引き継いでいかなければならないと思いま
す。そこで主に女性と子どもを対象にした将棋
教室を開催します。雑談を交え、将棋のマナー
や戦法を楽しく指導させていただきます。お気
軽にお問い合わせください。
日程　�第3土曜日午後を主に、不定期に土、

日曜日の午後に2時間程度
場所　日本将棋連盟番町学原支部
　　　（学原町居内1番地）
対象　�小学生以上の方10人程度（定員に達

し次第締め切ります。現在女性3人）
費用　無料
講師　�日本将棋連盟公認将棋普及指導員

原田慎也（補佐・耒代輪）
問�日本将棋連盟番町学原支部　支部長
　�原田慎也　☎090ー9554ー2470
　�※�留守番電話またはショートメッセージに

問い合わせ内容を入れてください。

イベント
川口ダム自然エネルギー
Zoom×オンライン授業

「電気エネルギーの選択」�

私たちの生活において、電気はなくてはならな
いエネルギーです。電気は原子力・火力・再生
可能エネルギーなど、さまざまな方法で発電さ
れますが、各発電にはメリット・デメリットがあり
ます。各発電のメリット・デメリットを学習し、エ
ネルギーを選択するにあたり、何を大切にした
いかを考えてみませんか。ご自宅から無料で
参加できます。
日時　9月6日㈰　13：00～15：00
対象　�小学3年生～一般

（インターネット環境のある方）
※�パソコン・スマホのどちらでも参加可能です。
オンライン会議アプリ「Zoom」を使用します。

定員　100人
参加費　無料（通信費はご負担ください。）
申込方法　�件名に「オンライン授業受講希望」

と記載の上、下記メールアドレスま
でお送りください。
e-mail:enemyu@kre-museum.jp

申込締切日　9月5日㈯
問�川口ダム自然エネルギーミュージアム
　�☎0884ー62ー2209
　�https://www.kre-museum.jp/

若者の「働く」を応援します
とくしま地域若者サポートステーションは、厚生
労働省徳島労働局より委託を受け「働くこと」
を希望している15～39歳の若者等、40歳代
無業者とその家族を対象とした就労支援機関
です。個別相談や就労に向けた各種講座、職
業適性検査等の実施、「働く」を体験的に学
ぶ職場見学や職場実習を行っています。
●保護者・家族向けセミナーを開催します
日時　9月19日㈯　14：00～15：30
場所　あわぎんホール5階　会議室6
内容　�若者等の自立をサポートする保護者・

家族のためのセミナー
講師　徳島大学大学院
　　　教授　佐藤健二さん
定員　20人
● ハローワーク阿南で出張相談会を開催しま

す
日時　9月11日㈮　13：30～15：30
場所　ハローワーク阿南　会議室
　　　（領家町本荘ケ内120番地6）
※�事前予約制ですので、お電話でお問い合わ
せください。
問�とくしま地域若者サポートステーション
　�（徳島市寺島本町西1丁目7番地1
　�徳島駅前171ビル）
　�☎088ー602ー0553
　�FAX088ー625ー3530

コロナに負けない
SNSツールの使い方講座 �

日時　9月10日㈭　19：00～21：00
場所　阿南市商工業振興センター2階
対象　事業経営者
内容　①ビジネス用SNSツールの使い方講座
　　　②YouTubeの利用講座
　　　③SNSのトレンド座談会
講師　㈱PLUS.a
　　　代表取締役　有田和重さん
申込締切日　9月7日㈪
問�富岡商店街協同組合　☎22ー1684

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し
ます！
日時　9月4日㈮　10：00～12：00
※�公民館の行事等で日程が変更になる場合
があります。

場所　富岡公民館1階　調理室
定員　10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2日前まで
問�野菜ソムリエ　原田�
　�☎090ー3989ー2317

お知らせ
「出島壁画再創造プロジェクト」
クラウドファンディングにより
資金調達開始！

那賀川町の出島地区。そこには約30年前に
7,000人によって描かれた2.8kmの壁画があ
ります。今では色あせてしまった壁画を再創造
するため、私たちは昨年度にプロジェクトを立
ち上げ、約200ｍの壁画を再創造しました。今
年度も2.8kmの完成をめざして頑張りますの
で、皆さまのご支援をお待ちしています！
クラウドファンディングの詳細については、下記
URLまたは二次元コードから
WEBサイトにアクセスしてくだ
さい。
https://camp-fire.jp/
projects/view/292771
資金募集期間　�9月14日㈪まで
目標金額　50万円
●今年度の「壁画再創造」の日程について
日時　11月8日㈰　10：00～15：00
　　　（予備日11月15日㈰）
※�新型コロナウイルス感染症の影響により中止
となる場合があります。

テーマ　「夏」
実施距離　200mを予定
問��出島壁画再創造プロジェクト実行委員会�
事務局�(那賀川町商工会館内)�

　�担当：後藤田　☎42ー1772

台風対策のお願い
～四国電力送配電からのお願い～

●台風接近前の飛来物予防のお願い
強風により看板やトタン屋根、畑の表面を覆う
マルチシートなどが飛ばされ、電線に引っ掛か
り、停電となる事例が発生しています。台風の
接近前には飛ばされるものを固定し、古くなっ
た屋根を修理するなど、事前の対策をお願い
します。
●台風通過後の事故防止のお願い
切れて垂れ下がった電線に触れると、感電な
どの恐れがあり大変危険です。また、電柱や電
線に巻き付いたシートやトタンに触れても感電
などの恐れがあり大変危険です。それらには絶
対に近づかないで四国電力送配電へご連絡く
ださい。
問�四国電力送配電株式会社
　�☎0120ー410ー105

持ってる人だけ得をする！
くーぽん丸。2021掲載店募集中！�

四国の右下（阿南、那賀、美波、牟岐、海陽）
を特集予定‼サービスの提供をお願いします。
掲載期間　�令和3年4月1日～
　　　　　令和4年3月31日
掲載料　無料
　　　　　　　　
問��公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワ
ーク　徳島生活あんしん倶楽部　

　�☎088ー655ー9009
　�または阿南ファミリー・サポート・センター　
　�☎24ー5550

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）
▶CAD機械科　　▶住環境計画科
訓練期間　11月2日㈪～令和3年4月28日㈬
対象　�公共職業安定所に求職の申し込みを

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　9月1日㈫～10月5日㈪
問��ポリテクセンター徳島
　�☎088ー654ー5102　
　�※平日9：00～17：00

阿南市国際交流協会（ＡＩＡ）
語学教室生徒募集中 �

●日本語教室　
日程　毎週日曜日
　　　▶富岡公民館　10：00～12：00
　　　▶新野公民館　13：30～15：30
参加費　無料
　　　　（教科書代金2,750円が別途必要）
●英語教室
日程　第2、4月曜日　19：30～21：00
場所　富岡公民館
参加費　3カ月4,000円
講師　メリベス先生
●中国語教室
日程　毎週木曜日　19：30～21：00
場所　富岡公民館
参加費　1カ月3,000円
講師　崔先生
共に活動をしてくださる方や、活動を支援して
いただける方の会員登録をお待ちしています。
会費　個人4,000円、団体10,000円
問��阿南市国際交流協会事務局
　�片山　☎090ー6285ー0189

募　集
阿南市の魅力再発見

「私たちの知らない〝阿南らしさ〟」とは？
「商人塾」　塾生募集中 

地域の課題・問題を掘り起こし、町の良さや外
から見た町の魅力を意見交換し、新しい阿南
市を楽しむ方向性をさぐります。商人塾で培っ
た学びと思いを、将来の阿南市に向けて身近
な取り組みから始める出発点とします。
研修日程　各日18：30～20：30（全6回）　
第1回：9月28日㈪、第2回：10月12日㈪、
第3回：10月26日㈪、第4回：11月24日㈫、
第5回：12月7日㈪、第6回：令和3年1月12日㈫
参加対象者　まちづくりに興味がある方、阿南
市内の事業経営に関係がある方、県外から移
住してきた阿南市在住の方、阿南市地域おこ
し協力隊メンバー、富岡商店街協同組合会
員、加茂谷元気なまちづくり会会員、新野商工
振興会会員、橘優良店会会員
募集概要　二次元コードから
ホームページをご覧ください。
申込締切日　9月18日㈮
問�阿南商工会議所
　�☎22ー2301�

簿記講座受講者募集 
経理事務に携わる方、これから簿記を学ぼ
うとする方、日商簿記3級取得をめざす方 
中小企業の健全経営に向け、簿記講座を開
講しますので、受講生を募集します。
日時　10月7日㈬～12月23日㈬
　　　原則毎週水曜日　18：30～20：30
場所　阿南商工会議所　研修室
対象　初めて簿記を学ぶ方など
内容　日商簿記3級程度
定員　20人
受講料　毎月3,000円、申込金10,000円
　　　　※�一定の要件を満たせば、申込金

を返金します。
申込締切日　9月9日㈬
問��阿南商工会議所　☎22ー2301

楽しみながらのソフトテニス �

日程　毎週土曜日19：00～22：00
場所　羽ノ浦町総合体育館
　　　（羽ノ浦中学校東隣）
対象　�18歳以上どなたでも、気軽に参加して

ください。
参加費　体育館使用料等で割安����
参加方法　�参加希望者は開催日に直接体育

館にお越しください。　
問��羽ノ浦町体育協会テニス部
　�ソフトテニス支部
　�原　☎090ー7140ー0147

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。

ホームページはこちら→

お酒に関する相談について
お酒に関するなんでも相談について随時受け
付けています。お気軽にご相談ください。
問�NPO法人徳島県断酒会
　�事務局
　�☎088ー641ー0737
　�または　徳島県精神保健
　�福祉センター　
　�☎088ー625ー0610

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会 �

日時　�9月12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ー679ー4440　
　�※土、日曜日は☎26ー1157

第1回 U-16プログラミング
コンテスト 阿南大会 �

「特定非営利活動法人みんなのコード」が提
供するプログルでコンピューターを使って、プロ
グラミングの楽しさを体感しよう!!プログルの数
学教材を用いたプログラミングコンテスト小学
生競技部門を開催します。
日時　11月8日㈰　10：00～12：30
場所　阿南工業高専専門学校
対象　小学4～6年生
受講料　無料
申込方法　10月2日㈮までに、必要事項を記
入の上、電子メールかFAXでお申し込みくだ
さい。①氏名（ふりがな）、②学校名、③学年、
④保護者氏名、⑤メールアドレス、⑥電話番
号、⑦事前講習会への参加の有無、⑧オンラ
イン開催時の参加の有無
※�プログルについて、高専の先生や学生が教
えてくれる事前講習会も開催しています。詳
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ー7215・FAX22ー5424

　�e-mail:u16procon@anan-nct.ac.jp

カイロプラクターによる
からだのゆがみとり運動教室 �

骨盤のゆがみを整えることで症状の改善をめ
ざします。一緒に楽しく運動しましょう。
日時　9月17日㈭　10：00～11：30
場所　夢ホール（文化会館）　工芸室
参加費　1,000円（用具貸出費含む）
持参物　動きやすい服装、タオル、飲み物
※�運動用具準備のため事前予約をお願いします。
問��日本カイロプラクティック連合会会員
　�橋本　☎090ー5278ー9359

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。　11月号の締め切りは９月30日㈬です。　
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

新型コロナウイルス感染症の影響により、上記の情報が変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

断酒会
ホームページ


