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お知らせ
徳島県の最低賃金 

確認しましょう。最低賃金。
●徳島県最低賃金
　時間額　796円
　発効日　令和2年10月4日
●特定最低賃金
　発効日　令和2年12月21日
▶ 造作材・合板・建築用組立材料製造業
　時間額　875円 
▶ はん用機械器具、生産用機械器具、業務
用機械器具製造業 
　時間額　928円 
▶ 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
器具、情報通信機械器具製造業
　時間額　888円
問  徳島労働局労働基準部賃金室
　 ☎088ー652ー9165
　 または最寄りの労働基準監督署へ

募　集
遺言・相続・成年後見制度

無料相談会  

日時　1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

何か、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

スポンジテニス体験者募集 

スポンジボールと全長55cmのラケットで、バド
ミントンコートを使ってするテニスです。子供か
ら高齢者まで楽しめる競技です。スポンジボー
ルなので安全です。室内競技なので天候に左
右されません。気軽に楽しめます。
日程　 毎週土曜日　20：00～22：00

（月2回土曜日　18：00～20：00の部
もしています。）

場所　那賀川スポーツセンター体育館
参加費　体験は無料
持参物　体育館シューズ
※ラケット貸出有
申込方法　電話でご連絡ください。
問  阿南市スポンジテニス連盟
　 代表　西本　☎090ー9456ー8933

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ー6888ー5686

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。車いす、足が不自由な方の参加も
可能です。 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。
日程　毎週土曜日　9：30～17：00
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。初心者歓迎します。駒
の動かし方・ルールを指導します。

問  日本将棋連盟普及指導員
　 ☎090ー6888ー5686

イベント
川口ダム自然エネルギーミュージアム
工作教室「冬の液体万華鏡」  

人気の液体万華鏡を冬のイメージで作ります。
日時　 1月5日㈫、6日㈬、9日㈯、10日㈰、

16日㈯、17日㈰、23日㈯、24日㈰、
30日㈯、31日㈰

時間　①11：00～11：30   ②14：00～14：30
　　　※1月16日㈯、17日㈰は①のみ開催
材料費　300円
場所　相生ふるさと交流館
定員　各回5組(1組5人以内)
申込方法　 各開催日の7日前までに電話でお

申し込みください。
　　　　　（申込多数の場合は抽選）
※ 検温と手指消毒、マスク着用にご協力をお
願いします。
問 川口ダム自然エネルギーミュージアム
　 （那賀町吉野字イヤ谷72番地1）
　 ☎0884ー62ー2209
休館日　毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
開館時間　9：30～16：30　入館料　無料
URL：https://www.kre-museum.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〉
▶溶接加工科
訓練期間
3月1日㈪～8月27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　3月1日㈪～9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　1月4日㈪～2月1日㈪
問  ポリテクセンター徳島
　 ☎088ー654ー5102
　 ※平日9：00～17：00

放送大学入学生募集 
放送大学は、2021年4月入学生を募集してい
ます。10代から90代の幅広い世代、約9万人
の学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみ
たいなど、さまざまな目的で学んでいます。
心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然
科学など、約300の幅広い授業科目があり、1
科目から学ぶことができます。
出願期間　
第1回　2月28日㈰まで
第2回　3月16日㈫まで
※資料を無料で差し上げています。
問  放送大学徳島学習センター
　 ☎088ー602ー0151

石積み学校受講者募集 
羽ノ浦町阿千田峠
の古道を徳島古来
の石積み方法で修
復します。農地の伝
統的な石積み技術
を持続可能な工法
として全国で活躍している金子玲大さんに指導
していただきます。石積みの修復技術を学びた
い方、地域の遺産を保全する取り組みに協力
してくださる方など、たくさんの方のご応募をお
待ちしております。
日時　1月30日㈯、31日㈰ 
　　　各日9：00～16：00くらい
場所　阿千田峠（羽ノ浦町岩脇猪ノ谷）
講師　金子玲大さん
募集人数　15人程度（先着順） 
参加費　 5,000円/回(2日間）　
申込方法　1月23日㈯までにメールに住所、
氏名、年齢、交通手段、連絡先をご記入いた
だき、ご応募ください。
e-mail:ishizumischool@gmail.com
問森口敏生　☎080ー3167ー8406

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。　３月号の締め切りは１月29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。

あなんで映画をみよう会　冬例会
 「あの日のオルガン」   

1944年の東京。20代を中心とした若手保母
たちが、日本で初めて園児を連れて集団疎開
を敢行した。この映画は幾多の困難を乗り越
え託された命を守り抜こうとする保母たちの奮
闘を描いた真実の物語。
日時　1月17日㈰　①10：30～②14：00～
場所　夢ホール（文化会館）
出演　戸田恵梨香、大原櫻子、橋爪　功
　　　ほか
監督　平松恵美子
入場料

前売り 当日
一般 1,000 円 1,300 円
シニア 1,100 円
小・中・高生、
障がいのある方 － 500 円

チケット販売場所　文化会館、情報文化セン
ター、平惣書店、中富書店、アピカ、フジグラン
問  あなんで映画をみよう会
　 ☎090ー2788ー5465

     じんぞう教室  

じんぞう病が心配な方、じんぞう病に
関心がある方、ぜひご参加ください！
日時　1月22日㈮　14：00～
場所　阿南川島クリニック1階
　　　（羽ノ浦町岩脇神代地80番1）
内容　14：00～　 医師・看護師・管理栄養士

のはなし
　　　15：00～　栄養相談
　　　（要申込・先着4人）
参加費　無料
申込締切日　1月20日㈬
問  阿南川島クリニック　☎44ー6556

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　1月14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

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。
●  ハローワーク阿南で出張相談会を
　開催します
日時　1月15日㈮　13：30～15：30
場所　ハローワーク阿南　会議室
※ 事前予約制ですので、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
　 FAX 088ー625ー3530

あなんテレワーク推進センター 
イベント情報！

女性の活躍推進に向けて「あなんテレワーク推
進センター」では毎月楽しいイベントを開催し
ています。ぜひご参加ください！
● テレワークに必要なIT機器・環境をコーディ
ネーターがズバリお答えします！
オンラインの会議やイベントが増えていますが、
参加できなかったり動かなくなったりしたことは
ありませんか。テレワークに最適なCPU、メモ
リ、ストレージの他、パソコンや周辺機器の購
入を検討するときの選び方、作業環境の整え
方について学びましょう。
日時　1月18日㈪、20日㈬ 10：30～11：30
※ 両日同じ内容です。都合の良い日でご参加
ください。
場所　 あなんテレワーク推進センター（テレ

ワークひろば）富岡町トノ町24番地21 
牛岐城趾公園管理事務所2階

※ お車でお越しの方は市役所の駐車場をご
利用ください。
持参物　パソコン、筆記用具
定員　来館5人、オンライン定員なし
対象　市内在住の女性
参加費　無料
※ 新型コロナウイルスの影響で変更になる場
合があります。
※マスク着用でお越しください。
問 あなんテレワーク推進センター
　 （テレワークひろば）　☎・FAX24ー8009
e-mail:teleworkhiroba@npoelanvital.com
開館日時　月、水、金曜日（祝日除く）

10：00～15：00

パープルシードあなん
映画「プリズン・サークル」
上映会のお知らせ  

日時　1月30日㈯　13：00～16：30
場所　ひまわり会館　ふれあいホール
内容　映画「プリズン・サークル」は、日本で初
めての受刑者を対象とする加害者更生プログ
ラムを記録したドキュメンタリーフィルムです。
DVや虐待、貧困、いじめなどを背景とした受
刑者が自らに向き合い、回復に向かう姿が克
明に描かれています。
入場料　無料
問  パープルシードあなん
　 青木　☎090ー1172ー6300

第12回〝阿南まちゼミ〟
開催案内！  

　　　　　  開催期間　2月1日㈪～28日㈰
「まちゼミ」はお店の人が講師となり、プロなら
ではの専門的な知識や情報・コツを無料で受
講者に伝える、少人数制のゼミナールです。お
菓子屋さん、美容院さん、学習塾等、たくさん
の地元の店主が講師となり、各店舗で講座が
開催されます。
申込方法　1月25日㈪から各店舗に電話で
お申し込みください。
※「まちゼミ」チラシの新聞折込は1月22日㈮
　 です。阿南商工会議所ホームページからも
ご覧いただけます。
問  阿南商工会議所　☎22ー2301

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1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
1月8日㈮　  ひまわり会館3階　くつろぎの間
1月13日㈬　羽ノ浦地域交流センター 
1月22日㈮　ひまわり会館3階　くつろぎの間
例会の内容　今月のテーマ「初心に返る」
※ 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ー641ー0737

　　　　　  


