
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　８月８日㈭、22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）

日時　８月10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

テーブルタップを使って、いくつもの電気
器具を同時に使っていませんか。この状態
をたこ足配線といいます。テーブルタップ
のコードは、流せる電流の量に制限があり
ます。
たこ足配線は、コードが過熱して火災の原
因になることがあり危険です。器具が増え
たらコンセントを増やしましょう。
問 四国電気保安協会徳島支部 
　 徳島南事業所（☎22－8177）へ

８月は電気使用安全月間です

どんどんどん！太鼓をたたいて、さわやか
な汗を流しましょう。
日時　８月10日㈯、11日㈰
　　　10:00～11:30
場所　宝田公民館
対象　幼・保年長児～小学生
※小学3年生以上は子どもだけで参加可能
参加費　無料
問 あなん子ども太鼓クラブ保護者会
　 達田（☎090－9773－0332）または
 　多田（☎090－2785－5356）へ

なつやすみ親子和太鼓教室

募集訓練科　
テクニカルオペレーション科、電気設備科、
住宅リフォーム技術科
訓練期間　
10月1日㈫～平成26年3月31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　8月2日㈮～9月2日㈪まで
問 ポリテクセンター徳島
 　（☎088－654－5102）へ

高齢・障害・求職者
雇用支援機構
職業訓練生の募集

日時　９月４日㈬～12月18日㈬の毎週水
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等
講座内容　日商簿記 3 級程度
定員　30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）
申込締切日　８月16日㈮
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

簿記講座受講者募集 

高齢者や障がいのある方を対象に法律や福
祉等の質問や相談などを受け付けます。
日時　８月10日㈯　13:00～16:00
場所　ふれあい健康館（徳島市）
※相談は無料。事前申込が必要です。
問 とくしま高齢者・障害者権利擁護ネッ

トワーク（事務局：徳島県社会福祉協議
会） （☎088－611－1155）へ

元気で長生きをするには準備が必要です。
私たちが生きていくために一番大切なのが
呼吸。この呼吸の仕方、そして呼吸を通し
て体を柔らかくする方法をお伝えします。
初めての方もお気軽にご参加ください。
日時　８月８日㈭　13:30～15:00
場所　市民会館　別館　第一和室
対象　女性の方
※参加費は募金とさせていただきます。
※動きやすい服装でご参加ください。
問 海斗（☎090－1174－7457）へ

高齢者・障害者
なんでも無料相談会

海斗癒しの会

●入門講座（初心者の方を対象）
日程　毎週土曜日　15:00～16:30
●初級講座（基礎を学習済みの方を対象）
日程　毎週土曜日　13:00～14:30
場所　富岡公民館
参加費　1カ月3,000円
教材費　「新訳第３版中国語会話301（上）」
　　　　1,350円（自己負担）
申込方法　電話または電子メールでお申し
込みください。
問 阿南市国際交流協会
　 （☎44－6652）へ
 　e-mail:himawari_aia_2012@yahoo.co.jp

中国語講座
受講生募集

日程　９月６日㈮～11月22日㈮の毎週金
曜日9:30～11:30

　　　※10月11、18日は除く（全10回）
場所　ひまわり会館　　定員　20人
講師　永本智富さん（徳島文理大学国際交

流グループ講師）
受講料　無料（ただし、テキスト（2,205

円）は各自で購入）
申込締切日　8月23日㈮
申込方法　住所、氏名、電話番号を記入のう
え、ファクシミリまたは電話でお申し込み
ください。
問 県南部総合県民局（美波）経営企画部

県民生活・県税担当（☎0884－74－
7420・FAX0884－74－7337）へ

一般国道55号では、大雨や台風などの異
常気象時、災害の発生またはその恐れがあ
る場合、雨量による「通行止」を実施します。
なお、規制雨量などの道路情報をインター
ネットで提供しています。
http://www.skr.mlit.go.jp/info/
regulate/kyk/its/index.html
通行規制区間　阿南市福井町日の地～海部
郡美波町北河内（延長10.1km）
規制雨量　300mm（連続雨量）
問 国土交通省徳島河川国道事務所
　 日和佐国道出張所
 　（☎0884－77－0465）へ

中国語講座
受講生募集

国道55号
大雨・台風時は通行止になります

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。10月号の締め切りは８月30日㈮です。
メールアドレス　hisho@city.anan.tokushima.jp

８月から受付する試験を掲載しています。
大卒程度試験

▼総合職試験【大卒程度試験（教養区分）】
受付期間（インターネット）　
８月７日㈬～ 21日㈬
第1次試験日　9月29日㈰
高卒程度試験

▼海上保安大学校学生
▼気象大学校学生
受付期間
●インターネット　
８月29日㈭～９月９日㈪
●郵送または持参
８月29日㈭～９月６日㈮
第1次試験日　11月２日㈯、３日㈰
※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

平成25年度
国家公務員採用試験の日程

さわやかな演奏と、元気いっぱいのパフォ
ーマンスをお届けします
日時　8 月 18 日㈰　14:00 開演
場所　夢ホール（文化会館）
曲目　「美空ひばりメドレー」
　　　「情熱大陸」ほか
入場料　無料
問 阿南中学校（☎22－0539）へ

阿南中学校吹奏楽部
定期演奏会

平成25年度第 2 学期（10月入学）の学生
を募集しています。放送大学はテレビ等の
放送やインターネットを利用して授業を行
う通信制の大学です。心理学・福祉・経済・
歴史・文学・自然科学など、幅広い分野を
学べます。
出願期間　8月31日㈯まで
※資料は無料贈呈。放送大学ホームページ
でも請求できます。
問 放送大学徳島学習センター
　 （☎088－602－0151）へ

放送大学10月生募集

高校生の皆さんが、地域のＡＬＴ（外国語指
導助手）たちと一緒に英語活動できる場所
づくりを！と願って新しく結成した団体です。
保険にも加入していますので、安心して活
動に参加してください！
日時　８月18日㈰　14:00～16:00
　　　（今後 2 カ月に 1 回活動予定）
場所　富岡公民館　図書室
対象　高校生
参加費　無料
※参加時の服装は自由です。
問 英語活動ひろば ACE 事務局　土井
　 （☎23－5875）へ

高校生のための
英語活動ひろば A

エース

CE

日時　８月４日㈰　13:30～15:30
場所　那賀川図書館　視聴覚室
講師　萩原　遼さん（元赤旗平壌特派員・ジ

ャーナリスト）
　　　陶久敏郎さん（救う会徳島会長）
テーマ　「北朝鮮の現状と拉致問題」・「北朝

鮮による拉致を排除できない868
人」

※参加費無料。手話通訳もあります。
問 HRネットワーク徳島　丸山
　 （☎090－5141－1995）へ

北朝鮮の
人権問題を考える
市民集会！

日時　８月４日㈰　10:00～14:00
場所　中浦緑地公園（橘町）
内容　ステージイベント、ぴちぴちつかみ
取り、1,000人ビンゴ、橘湾クルーズ（湾
内を約１時間周遊、大人1,000円、子ども
500円 )、模擬店など
問 たちばな海遊祭り実行委員会
　 森本（☎090－3185－2850）へ

たちばな海遊祭り

●レーザでオリジナル時計を作ろう！！
日時　９月22日㈰　９:30～15:30
場所　阿南高専実験実習工場
対象　小学５・６年生、中学生
受講料　無料（別途傷害保険料必要）
定員　６人（定員になり次第締切）
申込期間　８月１日㈭～７日㈬
●折り紙博士の折り紙講座
日時　９月22日㈰　10:00～16:00
場所　阿南高専視聴覚室
対象　中学生以上、一般の方
受講料　2,700円（テキスト・材料費含む）
定員　30人（定員になり次第締切）
申込期間　８月１日㈭～９日㈮
問 阿南工業高等専門学校
　 総務課企画情報係（☎23－7215）へ
 　※土・日曜日は受付していません。

阿南高専公開講座

対象　未経験者、初心者および初級者
　　　（高校生以上）
対象者　20人程度
日時　９月７日㈯～10月12日㈯の毎週土

曜日（全６回）　19:00～21:00
場所　南部健康運動公園テニスコート
参加料　4,000円(6回分、保険料含む)
申込方法　８月31日㈯までに、氏名、住所、
生年月日、電話番号を明記のうえ、電子メー
ルでお申し込みください。
※貸しラケット有ります。
問 阿南市テニス協会初心者講習会責任者

田中（☎ 080-3164-6271）へ
　 e-mail：anan.tennis@gmail.com

硬式テニス
初心者講習会

オーディション日時　８月18日㈰ 14:00～
場所　あわぎんホール　小ホール
申込方法　任意の用紙に氏名、年齢、身長、
体重、希望する枠を記入のうえ、顔写真
（上半身）を添えてご応募ください。
応募締切日　８月11日㈰消印有効
応募先　〒774-0030　富岡町玉塚8-1
山本方とりふね舞踏舎オーディション係
問 とりふね（☎0463－60－1008）へ

公演日時　10月29日㈫ 19：00～
場所　あわぎんホール
チケット　一般3,000円、学生2,500円
（当日は500円増し）
販売場所　平惣書店全店、紀伊國屋書店
問 山本（☎23－2054）へ

「舞踏」GANGiO GANGIOMA
徳島公演出演者・スタッフ募集
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