
市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

相続に関する講演会＆相談会 
開催日　11月15日㈫　
場所　
　メイン会場　 徳島地方法務局

6階（講演会）、3階（相談会）
　サテライト会場　阿南支局、美馬支局（講
　　　　　　 演会：Web配信、相談会）
講演会
　時間　①9：00～11：50
　　　　②13：00～16：50
　講師　公証人、司法書士、法務局職員
　　　　（各50分）
相談会
　時間　10：00～16：20
　内容　相続に関する相談全般
　相談員　 公証人、司法書士、土地家屋調

査士（1枠30分）
申込方法　事前に電話でお申し込みください。
　　　　　（先着順）
問  徳島地方法務局総務課
　 ☎088－622－4171

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
　（事前予約制）
日時　11月11日㈮　13：30～16：00
場所　ハローワーク阿南　会議室
●阿南市内で集中支援セミナー
日時　11月11日㈮、16日㈬、22日㈫
　　　各日14：00～15：30
場所　ひまわり会館
内容　 自己理解（1日目）、ストレスケア（2日目）、

自己アピール（3日目）
定員　10人（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

農業経営、収入保険で
安心経営申込受付中！ 

農業経営収入保険は、農業者ごとの収入減
少を総合的に補てんするセーフティネットとして、
自然災害や価格低下だけでなく、農業者の経
営努力では避けられない収入減少が補償の
対象です。令和5年補償新規加入は、個人経
営は12月末、法人は決算月が加入申込締切
になっています。
新規に加入する方は、徳島県から費用助成が
ありますので、加入要件等お問い合わせくださ
い。
問  徳島県農業共済組合本所
　 ☎0886－22－7731
　 または南部支所　☎21－1050
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遺言・相続・成年後見制度
無料相談会 

日時　11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

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

自衛隊職業説明会 
●各種資格を取りたい方
●家族や知人に勧めたい方
●陸・海・空自衛隊の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　平日9：00～17：00
　　　土、日曜日9：00～15：00
　　　（要事前予約）
場所　内町会館1階（富岡町内町164番地1）
対象者　 17歳以上33歳未満の方またはその

保護者(対象者以外でも興味のあ
る方大歓迎）

※ 参加者には自衛隊オリジナルグッズをプレゼ
ント！

問  自衛隊徳島地方協力本部
　 阿南地域事務所　☎22－6981

コロナ離職者再就職支援事業 
正社員希望の求職者を対象に、就職支援セミ
ナーおよび就職ガイダンスを実施します。Web
またはお電話にてお申し込みいただけます。

①就職支援セミナー
Excel講座、Word講座、Excel-VBA講座、IT
パスポート講座、SNS広告掲載講座、簿記講
座、FP講座、就職のためのビジネスマナー講
座
受講料　無料
※ 日程・場所については、
　Webページにてご確認
　ください。
Web申込

②就職ガイダンス
日時　11月10日㈭　
　　　午前の部　10：30～12：30　
　　　午後の部　14：00～16：00
※ 午前と午後で参加企業の入替を行います。
場所　 あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

4階　大会議室
Web申込

問  コロナ離職者再就職支援事業
　 受託事業者　㈱穴吹カレッジサービス
　 ☎088－653－3179

お知らせ
献血にご協力ください（11月）

実施日 採血場所 住  所 採血時間

２日㈬ 南部
テクノスクール 桑野町 10：00～11：30

４日㈮

道の駅公方の郷
なかがわ 那賀川町 9：20～11：00

原田病院 富岡町 12：00～13：00

※400㎖献血のみの実施です。
問  徳島県赤十字血液センター
　 ☎088－631－3200

阿南税務署からのお知らせ
「税を考える週間」

11月11日㈮～17日㈭ 
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（領家町）
内容　 税に関する作文、ポスターおよび絵は

がき
　　　　　　税を考える週間
　　　　　　特設ページは
　　　　　　こちらから→

問  阿南税務署　☎22－0414

交通事故防止について  
全国的に高齢者が被害となる死亡事故が発
生しています。特に道路横断中の事故が多い
傾向にあるため、以下の点に注意してください。
● 車の運転手は夜間運転時、速度を落とし上

向きライトを活用する
● 歩行者は反射材を着用し、横断歩道を渡る
（斜め横断は危険）

● 歩行者は横断前の安全確認の徹底、横断
中も左右からの車の確認

問  阿南警察署　☎22－0110

踏切事故防止キャンペーン 
踏切事故防止推進協議会では、踏切事故防
止に関する広報活動の一環として「踏切事故
防止キャンペーン」を展開し、自動車ドライバー
などに対し踏切事故防止に対する意識の高揚
を図ることとしましたので、皆さまのご理解・ご
協力をよろしくお願いします。
実施期間　11月1日㈫～10日㈭までの
　　　　　10日間
実施機関　 踏切事故防止推進協議会
スローガン　きけんです　むりなおうだん
　　　　 　いのちとり
問  踏切事故防止推進協議会事務局
　 ☎087－802－6762
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イベント
コスモスに逢いにゆく。第7回
ウォーキング大会参加者募集

日時　11月6日㈰　9：00～（受付8：30～）
集合場所　那賀川スポーツセンター駐車場
コース　�阿波公方周辺のコスモスを巡るウオー

キング（約6.5km）
予定人員　100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
で申し込みください。

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

あなんまちマルシェ2022（Vol.5）
ーあつまる・つながる・あったまるー

日時　11月12日㈯、13日㈰
　　　10：00～15：00
場所　�阿南市商工業振興センター、光のまち

ステーションプラザ、キラキラあなん、JR
阿南駅前、阿南駅前児童公園

内容　出店ブース（各日72ブース）
Highschool Event
　12日　那賀高校（服活・木工販売）
　12・13日　阿南光高校（物販）

阿南光高校&カモ谷製作舎
（カフェ）

特別企画
　12日　�あなん秋のパンまつり（阿南市内の

５つのお店のパン詰め合わせ！）
　　　　整理券配布　①10：00～②13：00～
　　　　販売開始　①11：00～②14：00～
　13日　JRあななんツアー（先着15組）
　　　　�阿南駅⇔羽ノ浦駅「JRに乗って“あ

ななん”に会いに行こう!!」
　　　　1便　10：26出発（受付9：20～）
　　　　2便　12：56出発（受付11：40～）
　12・13日　自衛隊展示企画、カードラリー

event、阿南ファミサポ　キッズ
コーナー

問��阿南商工会議所　☎22－2301

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　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

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30日㈬　10：00～11：30
場所　ひまわり会館1階　すこやかルーム
問�阿南ファミリー・サポート・センター
　�☎24－5550

あわしまマルシェ 
とれたて魚介類から新鮮野菜やスイーツ、雑
貨。阿南の有名店も出店。お子さま向けには
ポップコーンや綿菓子も大好評。広々駐車場
完備しています。
日時　11月20日㈰　10：00～14：00
場所　淡島海岸横亀崎漁港
マルシェ会場内で「あわしまGARAKUTA市」
も開催します。出店者を先着12人で募集しま
す！出店のご応募は実行委員会へ電話にてお
願い致します。
※出店料として500円頂きます。
問��あわしまマルシェ実行委員会
　�篠原　☎090－6284－1955

クリスマスパッチワークと
着物リメイク展

阿南なでしこクラブの会員が製作した、クリス
マスに家に飾る個性あふれるパッチワーク作品
を展示します。また、着物や帯で作ったリメイク
作品も展示。作品数は、約100点です。
日時　11月14日㈪～18日㈮　
　　　10：00～16：00
　　　14日は12：00から開始、
　　　18日は15：00までで終了します。
場所　よんでんエネルギープラザ阿南
問��阿南なでしこクラブ　☎44－5048

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13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

リフレッシュウォーク参加者募集�

秋の長生町を楽しく歩きましょう！
日時　11月3日㈷　13：00～
内容　�長生公民館集合、出発～桂国寺名園

散策とミニ座禅体験（希望者）～長生
公民館帰着解散（約4km）

参加費　300円　※当日申込可能
問�スポーツクラブ　はーぷな長生　
　�秋本　☎090－3460－3409
　�nagaikesc@gmail.com

かもだフリマルシェ第５回開催
日時　12月4日㈰　10：00～14：00
　　　※小雨決行
場所　船瀬海岸公園
内容　�フリーマーケット・物販(ハンドメイド)、

テイクアウトを基本とする飲食、体験
出店者募集
募集出店数・料金　　①自動車ブース6店舗
(1区画：6ｍ×4ｍ)・500円。②手荷物ブース
20店舗(2m×2ｍ)・100円
※�上記出店数に達するまで申込を当日まで受
け付けます。

「蒲生田岬を歩こう（ウォーキング・トレッキン
グ）」参加者募集
時間　8：30～12：15（距離5.8㎞）
募集人数　20人　料金　100円（保険料）
持参物　�山登りに適した服装、飲み物、軽食、

帽子、手袋
※�行程の半分は、整備されていない山道を歩
きます。�
問��かもだマルシェ実行委員会
　�☎・FAX33－1232

アドベントカレンダー
ワークショップ
参加者募集

日時　11月27日㈰
　　　10：00～11：30
場所　阿南商工会議所
内容　�アドベントカレンダ

ー(クリスマスまで
の日数をカウント
するためのお菓
子の入った日めくりカレンダー)の作成

　　　※お菓子は各自で準備
講師　青木麻衣子さん
参加対象　�子ども（小学生以上～18歳未満）

とその親
募集人数　10組（先着順）　
参加費　1組2,500円(子ども1人と親)
　　　　子どもが1人増加につき+1,500円
申込方法　�2次元コードを
　　　　　読み込み、必要
　　　　　事項を入力して
　　　　　ください。
申込受付開始日　11月1日㈫　20：00～
問��阿南商工会議所青年部事務局
　�羽田　☎22－2301

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26日㈯　10：10～12：00
場所　那賀川図書館　視聴覚室
内容　�絵本講座「逢えない誰かに贈る絵本」
　　　講師　絵本専門士　渡邉美恵さん
※申込不要。どなたでも参加できます。
問�阿南市おはなしボランティアネットワーク
　�佐々木　☎090－8975－4986

第４回「フードロスおすそわけリレー」
文化祭同時開催 

日時　11月13日㈰　13：40～
場所　長岡東教育集会所
　　　（横見町長岡東15番地1）
内容　�お菓子、保存食、お米、麺類などの無

償配布です。(販売はありません)
　　　�当日並ぶ食品や数量は確定できませ

ん。なくなり次第終了します。
お願い　�お持ち帰りいただいたものは最後ま

で大切にいただいてください。袋をご
持参ください。転売禁止。

問��ありがとうつながるearth
　�☎080－9831－0984

いのちを見つめた作家  北條民雄
パネル展

昨年度に引き続き、民雄忌（12月5日㈪
18：00～　文化会館　視聴覚室）に合わせ
て、北條民雄と川端康成の往復書簡のパネル
を展示して、民雄の「いのちの初夜」が誕生し
た背景を紹介します。
期間　11月11日㈮～12月11日㈰
場所　市役所2階　市民交流ロビー
問��文化振興課　☎22－1798

徳永真一郎
ギターリサイタル
2022in夢ホール

日時　11月6日㈰
　　　14：00～
　　　（開場13：15）
場所　夢ホール
　　　（文化会館）
入場料（全席指定席）
　前売り2,000円、当日2,500円
※未就学児はご入場できません。
曲 目（予定）　H.マンシーニ：ひまわり／E.モリ
コーネ（鈴木大輔編）：ニュー・シネマ・パラダ
イス／J.S.バッハ（D.ラッセル編）：コラール
前奏曲「目覚めよ、と呼ぶ声あり」BWV645
／武満徹：「ギターのための12の歌」より　
ほか

チ ケット販売場所　情報文化センター、文化
会館、徳島新聞社事業部（各販売店でも取
次ぎ）、平惣（徳島店、田宮店、小松島店、
羽ノ浦店、阿南センター店）
問��文化会館　☎21－0808

健康とくしま〝ウォーキング″参加者募集
ノルディックJAアグリあなん
運動公園さんさく・ウォーク

日時　11月13日㈰　9：15～12：00
集合場所　JAアグリあなん運動公園
　　　　　一番奥の駐車場
参加費　500円（中学生以下無料）
スティックレンタル　1組300円
問�とくしまノルディック・ウォーク協会
　�☎090－3782－4325
　�FAX088－642－5003

阿南駅伝大会出場チーム募集 
日時　12月11日㈰
　　　9：30監督会議、10：00スタート
場所　スポーツ総合センター
部門　�一般の部（男子のみまたは男女混合）・

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
コース　�阿南市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／2.0～4.1㎞
参加料　1チーム5,000円
申込期間　11月11日㈮まで
問��スポーツ振興課　☎22－3394

お酒に関する相談・例会
日程　▶11月9日㈬　18：30～20：00
　　　　羽ノ浦公民館
　　　▶11月11日㈮　18：00～20：00
　　　　ひまわり会館
　　　▶11月25日㈮　18：00～20：00
　　　　ひまわり会館
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。個別相談
も受け付けます。お気軽に、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

川口ダム自然エネルギーミュージアム
工作教室「紅葉ポストカード」

秋の葉っぱでポストカードを作ろう。季節感た
っぷりのお便りを出してみませんか。
日時　�11月3日㈷～27日㈰の期間の土、日、

祝日　9：30～16：30
場所　川口ダム自然エネルギーミュージアム
材料費　50円　※事前申込不要
問��川口ダム自然エネルギーミュージアム
�　☎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/

第10回本庄教育集会所
人権フェスティバル

日時　11月3日㈷　12：00～14：30
　　　※小雨決行、雨天順延　5日㈯
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　
楽しいステージプログラム
　�三番叟まわし、いずみクラブバンドコースの
演奏、UNITED�BROTHERS（人権コンサー
ト）、手話コーラス、ギター演奏、バンド演奏、
韓国語コーラス、手話・ギター合同演奏

展示　人権フェスティバル
　　　写真展示（１回～９回）、
　　　生け花教室
　　　生け花展　　
模擬店　飲み物100円
問�本庄教育集会所
　�☎23－2219

阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター
１２月のイベント

ハワイアンダンス教室
日時　12月3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
講師　わけべのりこフラスタジオ　
　　　安室英子さん

親子で体験！海辺のまなびや（イカの解剖＆イ
カスミでの年賀状づくり）
日時　12月11日㈰　13：00～15：30
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
対象　小中学生とその保護者
参加費　500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

ドローン体験会
日時　12月17日㈯　10：00～12：00
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
対象　小学生以上
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

ギター教室
日時　12月24日㈯　10：00～12：00
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
参加費　�500円（ギターを借りる場合は追加で

500円が必要）
定員　10人
講師　楠本宏志さん

〈共通事項〉
申込方法　電話での申込（先着順）
問��スポーツ振興課　☎22－3394
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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

おもち投げを
します!!
みなさん!!
来てね




