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お知らせ
徳 島 県 最 低 賃 金
令和３年１０月１日から

時間額８２４円    
※ 一部の製造業には特定最低賃金が定めら

れています。
問  徳島労働局労働基準部賃金室
　 ☎088ー652ー9165
　 阿南労働基準監督署　☎22ー0890
　 ☎088ー623ー7400

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

日時　11月13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）
　 ☎088－679－4440　
　 ※土、日曜日は☎26－1157

標準営業約款制度「Ｓマーク」を
ご存じですか！    

標準営業約款制度は、
法律で定められた消費
者（利用者）擁護に資
するための制度です。
厚生労働大臣認可の
約款に従って営業する
ことを登録した理容店、

美容店、クリーニング店、めん類飲食店、一般
飲食店では、店頭にSマークを掲げています。
登録店は安心・安全・衛生を約束する信頼で
きるお店です。
問  （公財）徳島県生活衛生営業指導センター
　 ☎088ー623ー7400

忘れていませんか
「自賠責保険・自賠責共済」    

自賠責保険・共済は、全てのクルマ・バイク1台
ごとに加入が義務付けられており、加害者の
賠償責任を担保することで、被害者の基本的
な賠償を保証する制度であり、被害者の救済
を目的としています。
一人ひとりが、より一層自賠責制度の役割や
重要性、保険金・共済金の支払いの仕組みな
どを十分に理解・認識することがとても大切で
す。
自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際
の基本的な対人賠償を目的として、自動車損
害賠償保障法に基づき、原動機付自転車を
含む全ての自動車に加入が義務付けられてお
り、自賠責保険・共済なしで運行することは法
令違反ですのでご注意ください。
問  国土交通省四国運輸局徳島運輸支局
　 輸送・監査部門　☎088ー641ー4811

募　集
阿南ファミリー・

サポート・センター

●ウエルカム阿南交流会
転入者のための交流会です。お友だち作りや
地域の情報交換など、保健師さんも来てくれて
計測や相談に応じてくれます。妊婦さんも歓
迎！
日時　11月24日㈬　10：00～11：30
場所　ひまわり会館1階　すこやかルーム
※申込不要
問  阿南ファミリー・サポート・センター
　 ☎24ー5550 

出張自衛隊
採用説明会  

◦各種資格を取りたい方
◦家族や知人に勧めたい方
◦陸、海、空装備品に興味のある方
◦災害派遣や国際貢献に興味のある方
◦ 資金を貯めて進学や起業を考えている方など
日時　11月14日㈰　
　　　10：00～12：00、13：00～15：00　　
場所　富岡公民館　小会議室　　　　　　
対象　 17歳以上33歳未満の方またはその保

護者
※ 事前のご予約などは不要なので、お気軽に

お越しください。
※ 新型コロナ感染予防対策として、マスク着

用、消毒、検温へのご協力をお願いします。
問 自衛隊阿南地域事務所　☎22ー6981

阿南法人会からのお知らせ 
●税の無料相談会
どうぞお気軽にご相談ください。
日時　11月11日㈭　11：00～16：00
場所　フジグラン阿南店1階
講師　税理士先生
相談料　無料

●年末調整説明会
日時　11月29日㈪　
　　　午前の部　10：30～11：45
　　　午後の部　14：00～15：15
場所　夢ホール（文化会館）
講師　阿南税務署
対象　どなたでも参加できます。
定員　各50人（先着順）
受講料　無料
申込方法　 11月17日㈬までに電話でお申し

込みください。
問（公社）阿南法人会　☎23ー1055
　 ※平日9：00～17：00

阿南税務署からのお知らせ    
●「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
　1　国税庁ホームページによる広報
　2　SNSを利用した広報
　3　 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
　4　国税庁のデジタル化への取組
　　  ◦ 年末調整
　　　　（アプリ「年調ソフト」で自動計算）
　　  ◦ 確定申告
　　　　（スマートフォンで作成・提出）
　　  ◦ 税の納付
　　　　（キャッシュレスでらくらく決済）
　　  ◦ 税の疑問
　　　　（チャットボットですぐに相談）

● 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

期間　11月11日㈭～17日㈬
場所　フジグラン阿南
内容　 税に関する作文、ポスターおよび絵は

がき

問  阿南税務署　☎22ー0414

消費税インボイス制度説明会     
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控
除の方式として適格請求書等保存方式（イン
ボイス制度）が導入されます。適格請求書（イ
ンボイス）を交付できるのは、「適格請求書発
行事業者（登録事業者）」に限られます。登録
事業者になるためには、「適格請求書発行事
業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける
必要があります。登録事業者になるには、令和
3年10月1日から令和5年3月31日までの間に
申請が必要です！「制度について知りたい」と
いう方は、説明会（無料）にぜひご参加くださ
い。
日程　
▶11月19日㈮　11：00～12：00
　阿南税務署3階　会議室
▶12月2日㈭　13：30～14：30
　阿南税務署3階　会議室
▶令和4年1月17日㈪　11：00～12：00
　阿南商工業振興センター2階
▶令和4年2月8日㈫　13：30～14：30
　阿南商工業振興センター2階
▶令和4年3月23日㈬　11：00～12：00
　阿南商工業振興センター2階
定員　各回20人
申込方法　 電話で事前にお申し込みくださ

い。
※ 感染症等まん延防止の観点から、定員に達

した場合はご参加いただけない場合があり
ます。

問 阿南税務署　法人課税部門
　 ☎22ー0417（直通）

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。

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。

厚生労働大臣認可
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募　集
阿南市おはなしボランティア

ネットワーク勉強会   
日時　11月6日㈯　10：10～12：00
場所　那賀川図書館　視聴覚室
内容　「大型絵本を読んでみよう」
　　　�多人数への読み聞かせを、大型絵本

を使って楽しむ方法や実践について
参加費　無料　※申込不要
問佐々木　☎090－8975－4986�

「プランターでゼロから始める
冬の野菜作り」一般参加者募集 

畑も田んぼもお持ちでない。何を用意したらい
いのか分からない。初心者を対象に、そのまま
で来ていただいて、講師指導の下、出来上が
りをお持ち帰りいただく講習会です。
日時　12月7日㈫　14：00～16：00
場所　ひまわり会館2階　ふれあいホール
定員　10人程度（申込多数の場合は抽選）
※�セニヤクラブ会員と合同での開催とさせて
いただきます。申込対象年齢を60歳以上と
させていただきます。

申込締切日　11月18日㈭
参加費　500円（種、プランター代等として）
問阿南市社会福祉協議会　☎23－7288

サンアリーナ温水プール 
●1カ月こども水泳体験講座
1カ月間のこども水泳体験講座を開催します。
現在開催中の11クラスの中で希望するクラス
にて練習を行います。
参加資格　年長から小学生まで
日程　12月講座分（4回練習）
　　　�火曜日から日曜日までの希望クラス（月

曜日は休館）
定員　各クラス2～3人程度
参加費　幼児2,000円、小学生3,200円
申込受付　11月6日㈯　12：30～
　　　　　（先着順）
申込締切日　11月21日㈰

●短期集中こども水泳教室
参加資格　年長から小学生まで
日程　12月24日㈮～27日㈪の計4回
　　　13：00～13：50
定員　25人
受講料　幼児2,000円、小学生3,200円
申込受付　11月27日㈯　12：30～
　　　　　�（申込多数の場合は抽選）
申込締切日　12月12日㈰
受付時間　10：30～20：30（月曜日は休館）

問サンアリーナ温水プール
　�☎22－8733

県立南部テクノスクール
受講生募集  

訓練科　IT技能科3
内容　ワード、エクセル、パワーポイント等
定員　�15人（応募状況により、訓練が中止と

なることがあります。）
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23日㈭～令和4年3月22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
　　　　　（富岡町今福寺3番1）
受講料　無料
　　　　（テキスト代8,140円は自己負担）
申込期間　11月4日㈭～12月3日㈮
申込先　�居住地を管轄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
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阿南市国際交流協会
Anan-city International
Association(略称AIA)  
徳島県には約6,600人、
そして阿南市には約360人の外国人が生活し
ています。子どもから大人までが参加できる日
本語教室を、ほぼ毎週の日曜日に開催してい
ますので、気軽にご参加ください。どなたでも
参加できます。最初は見学だけでもOKです。
日程　毎週日曜日
▶10：00～12：00（富岡公民館）
▶13：30～15：30（新野公民館）
指導者　市民ボランティア
※�授業料は不要ですが、教科書代2,750円
が必要です。「みんなの日本語」の本（写真
参照）を持っている人は無料です。
※�90分間の日本語学習の後、30分間は日本
語のフリートーキング時間を設け、日常の話
題や世界の文化の違いなどを在住外国人
と話し合います。阿南市民の皆さんが話し
合いに参加してくれると、外国人の方々も、
AIAのスタッフもうれしく思います。楽しい国
際交流の時間にしましょう。

その他、富岡公民館では2つの語学教室があ
ります。
●中国語教室
日程　毎週木曜日　19：30～21：00
講師　崔芳さん
会費　1カ月3,000円

●英語教室
日程　第2、4月曜日　19：30～21：00
講師　マリベス・森岡さん
会費　3カ月4,000円
　
問阿南市国際交流協会　副会長
　�野村誠也　☎090－4975－8016

剣道をはじめよう！
阿南少年剣道教室　剣士募集  

見学はいつでも大歓迎。見学していただいた
方にプレゼントをご用意しています。
対象年齢　年長児～小学6年生までの男女
稽古日　毎週火、金曜日　18：50～20：50
稽古場所　阿南市武道館（大潟町）
問須藤　☎090－8975－2660

将棋教室会員募集 

阿南こども将棋教室
日程　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）

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、詳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

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〉
▶電気設備技術科　▶住宅リフォーム技術科
訓練期間　令和4年1月4日㈫～6月30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。
▶CAD機械科　▶住環境計画科
訓練期間　令和4年1月4日㈫～7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　10月29日㈮～11月26日㈮
問ポリテクセンター徳島
　�☎088－654－5102
　�※平日9：00～17：00

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。

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30日㈫です。　
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.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
労働省より委託を受け、働くことを希望してい
る15～49歳の若者無業者等およびその家族
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、また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　11月12日㈮　13：30～15：30
場所　ハローワーク阿南　会議室
※事前予約制
問とくしま地域若者サポートステーション
　�☎088－602－0553

阿南市B&G海洋センター
12月のイベント  

●親子で体験！海辺のまなびや
　（イカの解剖＆イカ墨アート）
日時　12月5日㈰　13：00～15：30
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
対象　小中学生とその保護者
参加費　500円　定員　10組
申込方法　電話での申し込み（先着順）
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

●うみてらすハワイアンダンス教室
日時　12月11日㈯　10：00～11：00
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
参加費　500円　定員　15人
申込方法　電話での申し込み（先着順）
講師　わけべのりこフラスタジオ　
　　　安室英子さん

●うみてらすお菓子づくり教室
　～クリスマスVer～
日時　12月18日㈯　13：30～15：30
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
　　　および北の脇海水浴場
参加費　700円　定員　10組
申込方法　電話での申し込み（先着順）
講師　GRAINS　新居枝里さん

●うみてらすドローン体験会
日時　12月25日㈯　10：00～12：00
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
対象　小中学生以上
　　　（小学生については保護者の同伴要）
参加費　無料　定員　10組
申込方法　電話での申し込み（先着順）
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�

●メチャめちゃ楽しい♪Zumba（ズンバ）教室
日時　12月25日㈯　19：00～20：00
場所　うみてらす北の脇1階　艇庫
参加費　500円
申込方法　当日受付（18：30～）
講師　一般社団法人�NICE��

問スポーツ振興課　☎22－3394

イベント
コスモスに逢いにゆく。「第６回
ウォーキング大会」参加者募集 �

日時　11月21日㈰　9：00～（8：30～受付）
集合場所　那賀川河川敷第3緑地
コース　�コスモスの見頃に合わせて各所をめぐ

ります。
予定人員　200人　※要申込
申込方法　�住所・氏名・電話番号（代表者）・

年齢を電話またはメールで下記ま
でお申込み下さい。

問阿南市那賀川北岸地域広域保全協議会
　�（川北保全協）☎24－8318
　�e-mail:kawakita-ho15@tiara.ocn.ne.jp

川口ダム自然エネルギーミュージアム
【要申込】　木工体験

流木やリサイクル木材を使って世界に一つだ
けのアート作品を作ろう。藍染杉のリサイクル
木材を使ったカードスタンドをプレゼント。(1グ
ループにつき1個)
日時　11月13日㈯、14日㈰
　　　13：00～15：00
場所　川口エネ・ミューの森
参加費　無料
定員　各日8組（1組5人以内）
　　　※申込多数の場合は抽選
申込方法　電話でお申し込みください。
申込締切日　11月6日㈯
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）
　�☎0884－62－2209
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/

保育士による
ベビーマッサージ＆
スキンケア教室 

●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。�おうちですぐできるケ
アを学びましょう♪
日時　11月5日㈮　10：30～11：30
対象　0歳～の男の子とママ
●ベビーマッサージ教室
便秘や夜泣きに効果的です♪
日時　11月8日㈪��10：30～11：30
内容　お腹すっきり夜ぐっすりべビマ
対象　生後2カ月～1歳頃の赤ちゃんとママ

〈共通事項〉
場所　ラヴォワール
　　　(向原町天羽畭115番地1)
参加費　1回1,500円　※要予約
問�ベビーマッサージ＆スキンケア教室
　�PLUS�BABY　玉置
　�☎090－2895－0224

あなんまちマルシェ2021  �

〝あつまる・つながる・あたたまる〟を合言葉にリ
アルに会える価値や喜びを改めて感じ、人と人
とが互いにエールを送りあうイベント
〝あなんまちマルシェ2021〟を開催します。
日時　11月20日㈯、21日㈰
　　　10：00～15：00
場所　�阿南駅前芝生広場、阿南駅前児童公

園、阿南市役所
内容　�テイクアウトを基本とする飲食、物販、
　　　ワークショップ
※�新型コロナウイルス感染拡大の影響がありま
すので、感染対策を取ってご来場ください。
問��阿南商工会議所　☎22－2301

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ため、楽しく一緒に運動
しましょう。
日時　11月21日㈰、27日㈯　
　　　10：00～11：30
場所　夢ホール（文化会館）　工芸室
定員　5人（先着順）
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　☎090－5278－9359

徳島チャレンジウオーク
 「平島公方の里を歩こう」

参加者募集   �

9代にわたり平島庄に住み続けた阿波公方の
歴史をひもときながら、心地よい秋風に吹かれ
て歩きましょう。
開催日　11月7日㈰　
　　　　※警報時以外は実施
集合　9：30　那賀川支所前
コース　20㎞
　　　　那賀川支所～平島公方館跡～
　　　　西光寺～平和の碑～信行寺～
　　　　防潮堤壁画・出島野鳥園～
　　　　工地新四国88ヶ所～那賀川支所
参加費　500円
持参物　�マスク、飲み物、弁当、健康保険証、

雨具など
主催　NPO法人��徳島県ウオーキング協会
問�羽っぴい歩こう会　西田
　�☎23－1585
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募　集
阿南市おはなしボランティア

ネットワーク勉強会   
日時　11月6日㈯　10：10～12：00
場所　那賀川図書館　視聴覚室
内容　「大型絵本を読んでみよう」
　　　�多人数への読み聞かせを、大型絵本

を使って楽しむ方法や実践について
参加費　無料　※申込不要
問佐々木　☎090－8975－4986�

「プランターでゼロから始める
冬の野菜作り」一般参加者募集 

畑も田んぼもお持ちでない。何を用意したらい
いのか分からない。初心者を対象に、そのまま
で来ていただいて、講師指導の下、出来上が
りをお持ち帰りいただく講習会です。
日時　12月7日㈫　14：00～16：00
場所　ひまわり会館2階　ふれあいホール
定員　10人程度（申込多数の場合は抽選）
※�セニヤクラブ会員と合同での開催とさせて
いただきます。申込対象年齢を60歳以上と
させていただきます。

申込締切日　11月18日㈭
参加費　500円（種、プランター代等として）
問阿南市社会福祉協議会　☎23－7288

サンアリーナ温水プール 
●1カ月こども水泳体験講座
1カ月間のこども水泳体験講座を開催します。
現在開催中の11クラスの中で希望するクラス
にて練習を行います。
参加資格　年長から小学生まで
日程　12月講座分（4回練習）
　　　�火曜日から日曜日までの希望クラス（月

曜日は休館）
定員　各クラス2～3人程度
参加費　幼児2,000円、小学生3,200円
申込受付　11月6日㈯　12：30～
　　　　　（先着順）
申込締切日　11月21日㈰

●短期集中こども水泳教室
参加資格　年長から小学生まで
日程　12月24日㈮～27日㈪の計4回
　　　13：00～13：50
定員　25人
受講料　幼児2,000円、小学生3,200円
申込受付　11月27日㈯　12：30～
　　　　　�（申込多数の場合は抽選）
申込締切日　12月12日㈰
受付時間　10：30～20：30（月曜日は休館）

問サンアリーナ温水プール
　�☎22－8733

県立南部テクノスクール
受講生募集  

訓練科　IT技能科3
内容　ワード、エクセル、パワーポイント等
定員　�15人（応募状況により、訓練が中止と

なることがあります。）
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23日㈭～令和4年3月22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
　　　　　（富岡町今福寺3番1）
受講料　無料
　　　　（テキスト代8,140円は自己負担）
申込期間　11月4日㈭～12月3日㈮
申込先　�居住地を管轄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
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阿南市国際交流協会
Anan-city International
Association(略称AIA)  
徳島県には約6,600人、
そして阿南市には約360人の外国人が生活し
ています。子どもから大人までが参加できる日
本語教室を、ほぼ毎週の日曜日に開催してい
ますので、気軽にご参加ください。どなたでも
参加できます。最初は見学だけでもOKです。
日程　毎週日曜日
▶10：00～12：00（富岡公民館）
▶13：30～15：30（新野公民館）
指導者　市民ボランティア
※�授業料は不要ですが、教科書代2,750円
が必要です。「みんなの日本語」の本（写真
参照）を持っている人は無料です。
※�90分間の日本語学習の後、30分間は日本
語のフリートーキング時間を設け、日常の話
題や世界の文化の違いなどを在住外国人
と話し合います。阿南市民の皆さんが話し
合いに参加してくれると、外国人の方々も、
AIAのスタッフもうれしく思います。楽しい国
際交流の時間にしましょう。

その他、富岡公民館では2つの語学教室があ
ります。
●中国語教室
日程　毎週木曜日　19：30～21：00
講師　崔芳さん
会費　1カ月3,000円

●英語教室
日程　第2、4月曜日　19：30～21：00
講師　マリベス・森岡さん
会費　3カ月4,000円
　
問阿南市国際交流協会　副会長
　�野村誠也　☎090－4975－8016

剣道をはじめよう！
阿南少年剣道教室　剣士募集  

見学はいつでも大歓迎。見学していただいた
方にプレゼントをご用意しています。
対象年齢　年長児～小学6年生までの男女
稽古日　毎週火、金曜日　18：50～20：50
稽古場所　阿南市武道館（大潟町）
問須藤　☎090－8975－2660

将棋教室会員募集 

阿南こども将棋教室
日程　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）

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、詳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

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〉
▶電気設備技術科　▶住宅リフォーム技術科
訓練期間　令和4年1月4日㈫～6月30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。
▶CAD機械科　▶住環境計画科
訓練期間　令和4年1月4日㈫～7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　10月29日㈮～11月26日㈮
問ポリテクセンター徳島
　�☎088－654－5102
　�※平日9：00～17：00

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。

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30日㈫です。　
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.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
労働省より委託を受け、働くことを希望してい
る15～49歳の若者無業者等およびその家族
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、また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　11月12日㈮　13：30～15：30
場所　ハローワーク阿南　会議室
※事前予約制
問とくしま地域若者サポートステーション
　�☎088－602－0553

阿南市B&G海洋センター
12月のイベント  

●親子で体験！海辺のまなびや
　（イカの解剖＆イカ墨アート）
日時　12月5日㈰　13：00～15：30
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
対象　小中学生とその保護者
参加費　500円　定員　10組
申込方法　電話での申し込み（先着順）
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

●うみてらすハワイアンダンス教室
日時　12月11日㈯　10：00～11：00
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
参加費　500円　定員　15人
申込方法　電話での申し込み（先着順）
講師　わけべのりこフラスタジオ　
　　　安室英子さん

●うみてらすお菓子づくり教室
　～クリスマスVer～
日時　12月18日㈯　13：30～15：30
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
　　　および北の脇海水浴場
参加費　700円　定員　10組
申込方法　電話での申し込み（先着順）
講師　GRAINS　新居枝里さん

●うみてらすドローン体験会
日時　12月25日㈯　10：00～12：00
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
対象　小中学生以上
　　　（小学生については保護者の同伴要）
参加費　無料　定員　10組
申込方法　電話での申し込み（先着順）
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�

●メチャめちゃ楽しい♪Zumba（ズンバ）教室
日時　12月25日㈯　19：00～20：00
場所　うみてらす北の脇1階　艇庫
参加費　500円
申込方法　当日受付（18：30～）
講師　一般社団法人�NICE��

問スポーツ振興課　☎22－3394

イベント
コスモスに逢いにゆく。「第６回
ウォーキング大会」参加者募集 �

日時　11月21日㈰　9：00～（8：30～受付）
集合場所　那賀川河川敷第3緑地
コース　�コスモスの見頃に合わせて各所をめぐ

ります。
予定人員　200人　※要申込
申込方法　�住所・氏名・電話番号（代表者）・

年齢を電話またはメールで下記ま
でお申込み下さい。

問阿南市那賀川北岸地域広域保全協議会
　�（川北保全協）☎24－8318
　�e-mail:kawakita-ho15@tiara.ocn.ne.jp

川口ダム自然エネルギーミュージアム
【要申込】　木工体験

流木やリサイクル木材を使って世界に一つだ
けのアート作品を作ろう。藍染杉のリサイクル
木材を使ったカードスタンドをプレゼント。(1グ
ループにつき1個)
日時　11月13日㈯、14日㈰
　　　13：00～15：00
場所　川口エネ・ミューの森
参加費　無料
定員　各日8組（1組5人以内）
　　　※申込多数の場合は抽選
申込方法　電話でお申し込みください。
申込締切日　11月6日㈯
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）
　�☎0884－62－2209
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/

保育士による
ベビーマッサージ＆
スキンケア教室 

●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。�おうちですぐできるケ
アを学びましょう♪
日時　11月5日㈮　10：30～11：30
対象　0歳～の男の子とママ
●ベビーマッサージ教室
便秘や夜泣きに効果的です♪
日時　11月8日㈪��10：30～11：30
内容　お腹すっきり夜ぐっすりべビマ
対象　生後2カ月～1歳頃の赤ちゃんとママ

〈共通事項〉
場所　ラヴォワール
　　　(向原町天羽畭115番地1)
参加費　1回1,500円　※要予約
問�ベビーマッサージ＆スキンケア教室
　�PLUS�BABY　玉置
　�☎090－2895－0224

あなんまちマルシェ2021  �

〝あつまる・つながる・あたたまる〟を合言葉にリ
アルに会える価値や喜びを改めて感じ、人と人
とが互いにエールを送りあうイベント
〝あなんまちマルシェ2021〟を開催します。
日時　11月20日㈯、21日㈰
　　　10：00～15：00
場所　�阿南駅前芝生広場、阿南駅前児童公

園、阿南市役所
内容　�テイクアウトを基本とする飲食、物販、
　　　ワークショップ
※�新型コロナウイルス感染拡大の影響がありま
すので、感染対策を取ってご来場ください。
問��阿南商工会議所　☎22－2301

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ため、楽しく一緒に運動
しましょう。
日時　11月21日㈰、27日㈯　
　　　10：00～11：30
場所　夢ホール（文化会館）　工芸室
定員　5人（先着順）
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　☎090－5278－9359

徳島チャレンジウオーク
 「平島公方の里を歩こう」

参加者募集   �

9代にわたり平島庄に住み続けた阿波公方の
歴史をひもときながら、心地よい秋風に吹かれ
て歩きましょう。
開催日　11月7日㈰　
　　　　※警報時以外は実施
集合　9：30　那賀川支所前
コース　20㎞
　　　　那賀川支所～平島公方館跡～
　　　　西光寺～平和の碑～信行寺～
　　　　防潮堤壁画・出島野鳥園～
　　　　工地新四国88ヶ所～那賀川支所
参加費　500円
持参物　�マスク、飲み物、弁当、健康保険証、

雨具など
主催　NPO法人��徳島県ウオーキング協会
問�羽っぴい歩こう会　西田
　�☎23－1585




