
●レーザでつくってあそぼう、
　どうぶつしょうぎ	!!
対象　小学１〜６年生（保護者同伴）
日時　７月28日㈰　9:00〜12:00
場所　阿南高専実験実習工場
受講料　無料（傷害保険料必要）
定員　６人（定員になり次第締切）
申込期間　７月１日㈪〜５日㈮

●ザリガニロボットを作って遊ぼう
対象　小学 4 〜 6 年生（保護者同伴）
日時　８月10日㈯　10:00〜15:00
場所　阿南高専物理実験室
受講料　無料（傷害保険料必要）
定員　10人（定員になり次第締切）
申込期間　７月１日㈪〜５日㈮

●英語発音入門
対象　中学生以上・一般の方
日時　９月７日㈯　10:00〜15:00
場所　阿南高専専攻科棟３階　講義室１
受講料　5,400円（テキスト代含む）
定員　10人（定員になり次第締切）
申込期間　７月22日㈪〜26日㈮

●家庭にアクセスポイントを設置しよう
対象　中学生以上の方（保護者同伴可）
日時　９月７日㈯　13:00〜17:00
場所　阿南高専電算第 2 演習室
受講料　5,400円（テキスト代含む）
定員　10人（定員になり次第締切）
申込期間　７月22日㈪〜26日㈮

阿南高専公開講座
働いておらず、職業訓練も学校も行ってい
ない若者の働くことに関する相談に応じま
す。（家族からの相談も可）
日時　７月11日㈭、18日㈭ 13:00〜17:00
場所　文化会館１階　工芸室
問 とくしま地域若者サポートステーション

（☎088－602－0553）へ

若者の就労相談会（予約制）

許認可手続きについて知りたい方は、ぜひ
ご相談ください。
日時　７月20日㈯　9:00〜12:00
場所　ひまわり会館
内容　行政に係る許認可手続き（農地転用、

建設業関係、開発許可、自動車運送
関係など）

問 徳島県行政書士会徳島南部支部
　 （☎42－3173）へ

行政書士による無料相談会

問 阿南工業高等専門学校
 　総務課企画情報係 （☎23－7215）へ

巨匠・山田洋次監督の想いを受け継ぐ女性
監督が贈る、深くやさしい愛の物語。
日時　７月28日㈰ ①10:30〜 ②14:00〜
場所　文化会館（夢ホール）
入場料　チラシ割引・会員 800円
　　　　一般　1,000円（当日）
　　　　（未就学児は、大人同伴で無料）
※託児あり　１週間前までに要予約
問 あなんで映画をみよう会　阿部
　 （☎090－2788－5465）へ

夏のファミリー
映画会
「ひまわりと子犬の七日間」

日時　７月13日㈯　9:00〜12:00
場所　ひまわり会館
内容　遺言の書き方、相続の手続き、成年

後見制度や後見人をたてることなど
に関する相談

問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
（☎088－626－2083）

土・日曜日は地域会員　花野
（☎090－3787－0305）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

採用試験の日程のうち、７月から受付する
試験を掲載しています。
高卒者試験

※くわしくは、お問い合わせください。
問 人事院四国事務局第二課試験係
　 （☎087－831－4765）へ

国家公務員採用試験の日程

募集訓練科　事務科
内容　簿記会計の基礎、日商簿記試験対策、

エクセル、ワード、パワーポイント等
定員　15人
期間　８月26日㈪〜11月25日㈪
　　　9:35〜15:55（土・日・祝日除く）
場所　県立南部テクノスクール
受講料　テキスト代として約11,500円は

自己負担
申込期間　７月５日㈮〜８月６日㈫
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

県立南部テクノスクール
職業訓練生募集

那賀川の日（８月６日）に合わせ、那賀川
上流域にてイベントを開催します。
対象　那賀川流域の小学５、６年生
　　　（応募多数の場合は抽選）
日時　８月６日㈫　7:30出発予定
ルート　阿南市をバスで出発し、那賀町へ
内容　水生生物調査、水質調査、ダム見学・

工場見学など
費用　300円程度（保険代として）
※申込方法等くわしくはホームページをご

覧ください。
問 那賀川河川事務所　調査課
　 （☎22－6562）へ
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/

那賀川の日
イベント
参加者募集

【阿南真向会富岡教室】
日時　毎月第２火曜日　  9:30〜10:30
　　　　　　　　　　　18:00〜19:00
　　　毎月第２水曜日　19:00〜20:00
場所　富岡公民館
問 石澤（☎23－3310）へ
【阿南真向会見能林教室】
日時　毎月第３火曜日　18:00〜19:00
場所　見能林公民館
問 杉本（☎22－5140）へ
【阿南真向会憩教室】
日時　毎週土曜日　9:30〜11:00
場所　富岡老人憩いの家
問 西田（☎090－6289－3031）へ

真
まっ

向
こう

法
ほう

体操で真
まこと

の健康に！

仙台七夕飾りと阿波踊りで楽しい１日をお
過ごしください。
日時　７月14日㈰　10:00〜
　　　※雨天の場合は15日㈷に順延
場所　阿南西部公園（中大野町）
内容　オープニングショー（龍神太鼓）、
阿波踊り、マジックショー、ビンゴゲーム、
軽食コーナーほか
問 大野公民館（☎22－1564）へ

西部公園七夕夏まつり

ジャズやミュージカルなど幅広いジャンル
をこなす、子どもから大人までパワー全開
のステージをお楽しみください。
日時　７月21日㈰
　　　13：30開場（14:00開演）
場所　市民会館　大ホール
入場料　Ａ席1,000円、Ｂ席500円
問 スタジオＭパート２　井利元
 　（☎22－3169）へ

スタジオMパート２
第23回ジャズダンス公演

市の花“ひまわり”のアクリルたわしをみん
なで作ってみませんか。
日時　７月10日㈬　13:00〜16:00
場所　桑野公民館
参加費　200円（材料代）
持参物　５号かぎ針、はさみ
定員　15人
問 あすなろひまわり会　松橋
　 （☎090－9558－9123）へ

家庭でひまわりの花を咲かせよう！

ひまわりのアクリルたわし講習会
参加者募集

節電の夏がやってきました。緑のカーテン
で節電に取り組んでみませんか。「ゴーヤ」

「公方百薬」「アサガオ」など種類は問いませ
ん。多数ご応募ください。
対象　市内在住の方
申込方法　荒井まで（☎42－0011）
申込締切日　７月15日㈪
審査日　7月末頃
※優秀作品には賞品を進呈。参加賞あり。
※希望者には公方百薬の苗を進呈。
問 ＮＰＯ法人やったろう－21
　 石川（☎42－0140）へ

緑のカーテン
コンクール開催

日時　７月７日㈰　10:00〜16:00
場所　商工業振興センター２階
内容　
第１部 10:00〜

▲

阿波古事記会員研究発表
第２部 13:00〜

▲

基調講演：麁服の復活－
大正からの麁服－（御衣御殿人　三木信夫
さん）

▲

特別講演：天照大御神と天香具山
（天香久山神社　宮司　造田哲也さん）
※入場無料。
問 阿南商工会議所（☎ 22 － 2301）へ

第２回古事記出雲
シンポジウム

日本文化の波は
阿波・阿南から
～古代出雲「長の国

（旧那賀郡）」の今昔を語る～

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。
広報あなん９月号への掲載は
7月31日㈬までにお届けください。

試験名 受付期間 第１次
試験日

刑務官

●インターネット
　７月23日㈫
　〜８月１日㈭

●郵送または持参
　７月23日㈫
　〜31日㈬

9月
22日㈰

海上保安
学校学生

9月
29日㈰

皇宮護衛官
（高卒程度試験）

入国警備官

航空保安
大学校学生

開催日　7月22日㈪　場所　夢ホール
●メキシコ・マヤの音楽　14:00〜14:45
出演　サクツェヴル
入場料　500円（ワンドリンク付き）
仲良しチケット割引　２人以上20％割引、
５人以上40％割引（前売りのみ）
●マヤの文化と音楽
～サクツェヴルを囲んで～ 19:00〜20:30
参加費　一般1,000円　学生500円
　　　　（ワンドリンク付き）
申込方法　電話または電子メール
問  ＮＰＯ法人夢ホール市民協議会夢つく
りあなん（☎23－5599）へ
メールアドレス etonne@stannet.ne.jp

夢ホール
ホワイエ
コンサート

〈特別企画〉

日時　８月31日㈯　13:30〜16:30
場所　徳島地方裁判所
内容　ＤＶＤ視聴、模擬裁判、裁判官への

質問コーナー、法廷見学
対象　小学５、６年生
定員　30人
申込締切日　７月５日㈮（必着）
問 徳島地方裁判所総務課庶務係
　 （☎088－603－0111）へ

裁判所サマーツアー2013
「裁判」を経験しよう！

日時　８月28日㈬　8:30〜16:30
　　　（荒天時は中止）
場所　陸上自衛隊徳島駐屯地
内容　駐屯地における野外活動（施設・装

備品見学・体験搭乗・飯ごう炊さん等）
参加費　500円（昼食代等）
対象　阿南市、那賀郡、海部郡在住の小学

３〜６年生（30人）
申込方法　はがきに住所、氏名、学校名、
学年、連絡先を記入し徳島駐屯地まで郵送
してください。申込み多数の場合は抽選と
なります。
申込締切日　７月19日㈮（当日消印有効）
問 〒779-1116那賀川町小延413番地１
　 陸上自衛隊徳島駐屯地　司令職務班
 　広報係（☎42－0991）へ

陸上自衛隊徳島駐屯地
夏休みちびっ子大会

日程
①７月11日㈭　19：00〜21：00
　「サーフィンの基礎知識と実技説明会」
　　（ひまわり会館）
②７月14日㈰　9：00〜14：00
　「サーフィン実技・ビーチヨガ」
　　（阿南辰巳海岸）
対象　一般、高校生以上の学生
定員　５人（要予約）
参加費　5,000円（保険、用具レンタル等）
申込締切日　７月10日㈬
問 アウトドアエンジョイサポータークラブ
 　戸川（☎090－7624－1515）へ

初心者向け
サーフィンの
実技セミナー

日時　7月15日㈷　9:00〜15:00
場所　小松島航空基地（小松島市和田島町）
内容　航空機展示、消防車両展示、救命装
備品展示、鮎のつかみ取り、その他基地内
見学ツアー等（予定）
問 海上自衛隊第24航空隊　総務室
　 （☎0885－37－2111 内線257）へ

小松島航空基地開放
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