
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。９月号の締め切りは７月31日㈭です。
メールアドレス　hisho@city.anan.tokushima.jp 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。

国道55号は
通行止めになる場合があります 

球場へ行こう！
７月の日程
ＪＡアグリあなんスタジアム

徳島県内の国道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、「通行止め」を実施します。
なお、通行止めを開始する規制雨量などの
道路情報をインターネットで提供していま
すので、ご利用ください。
通行規制区間　阿南市福井町日の地～美波

町北河内（延長 10.1km）
規制雨量　300mm（連続雨量）
道路情報システム（PC 版）
http://www.skr.mlit.go.jp/road/info/
index.html
道路情報システム（スマートフォン版）
http://www.skrdoukan.com/sp/index.htm
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

サマーフェスタ2014
（基地一般公開）

日時　７月21日㈷　9:00～15:00
場所　海上自衛隊小松島航空基地（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、支援船体験航海、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

介護予防推進キャンペーン
「ロコモ症候群に対する運動療法
～骨と筋肉を鍛えて元気で長生き～」
日時　７月13日㈰　10:00～11:30
　　　（9:30～受付）
場所　ひまわり会館２階　ふれあいホール
講師　理学療法士　東田武志さん
　　　（徳島県理学療法士会副会長）
対象　どなたでも
持参物　飲み物、タオル
※入場無料
問 徳島県理学療法士会　会長　鶯　春夫
　（☎088－602－8539）へ

野球のまち阿南
第 2 回少年野球全国大会
　25日㈮　16:00～ 開会式　
　26日㈯　9:00～　１回戦
　27日㈰　9:00～　２回戦、準々決勝
　28日㈪　8:00～　準決勝、決勝　
マスターズ甲子園徳島大会
　20日㈰　9:00～　
阿南市高校野球新人交流戦
　31日㈭、8月1日㈮、4日㈪　8:30～
四国アイランドリーグ plus　
　19日㈯　18:00～　徳島vs香川
　31日㈭　18:00～　徳島vs高知
チケット　前売り800円（当日1,000円）
販売場所　寿殿えもと、ＪＡあなん、
　　　　　フジグラン阿南店
問 野球のまち推進課（☎22－1297）へ

ご存知ですか？
中小企業を応援
する業務改善助
成金のお知らせ
事業場内で最も低い賃金を時間給等で40
円以上引き上げる中小企業事業主の方々に
対して、労働能率の増進に資する設備・機
器の導入等の実施に係る経費の２分の１

（企業規模30人以下の小規模事業者は４分
の３）を助成します。
問 徳島労働局労働基準部賃金室（☎088
－652－9165）または徳島県最低賃金総
合相談支援センター（☎0120－967－
951）へ

国家公務員採用試験の日程

※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

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

スタジオMパート２
第２４回ジャズダンス公演
ジャズ、ミュージカル曲、ディズニー、ア
ニメなど子供から大人まで楽しめるステー
ジです。
日時　７月20日㈰
　　　13:30開場（14:00開演）
場所　市民会館　大ホール
入場料　999円（全自由席）
問 スタジオＭパート２　井利元
　（☎090－1579－0490）へ

家庭菜園講習受講者募集 
家庭菜園の知識と技能の向上を目的とした
講習会です。
日時　７月23日㈬～25日㈮の３日間
　　　9:30～12:00
場所　横見町下木戸の畑（受講者には日程

表と会場図をお送りします）
内容　野菜の栽培
対象　市内在住でおおむね50歳以上の方
受講料　無料
定員　10人程度
募集期間　７月７日㈪～ 17日㈭
問 阿南市シルバー人材センター
　（☎23－2630）へ
受付時間　平日9:00～16:00

夏は感動の２作品上映！
開催日　７月27日㈰
場所　夢ホール（文化会館）

映画 『小さいおうち』
山田洋次監督が「本当の
昭和の風景」を描いた直
木賞受賞作を映画化。　
時間　①10:30～②15:00～
入場料　
一般・大学生　前売り1,000円（当日1,300
円）、小・中・高生 500円、シニア 1,100円

アニメ 『かんからさんしん』
かんからさんしん(手作り
三味線)が奏でる沖縄から
の熱いメッセージを伝える。
時間　13:10～
入場料　大人 800円
　　　　４歳～高校生 500円

問 あなんで映画をみよう会　阿部
　（☎090－2788－5465）へ

心の傷つきのケア 

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

阿南西部公園七夕夏まつり

南部こども女性相談センターで「心の傷つ
きのケア」講座を開催します。
夫やパートナー、親しい人からの言動に傷
つきつらい思いをされていませんか？
ＤＶやトラウマ、モラルハラスメントなど
による心の傷つきについて考えます。

日時　７月９日、23日、８月６日、20日、
９月３日の水曜日　13:30～15:30

場所　南部こども女性相談センター 2 階
　　　小会議室
講師　南部こども女性相談センター
　　　女性支援担当職員
定員　20人（すべて参加できる方優先）
参加費　無料
問 南部こども女性相談センター
　（☎24－7115、FAX22－6404）へ

日時　７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）
　（☎088－626－2083）
　 土・日曜日は地域会員　花野
　（☎090－3787－0305）へ

若者の就労相談会 （予約制）

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10日㈭、24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

生涯現役実現セミナーの開催 
対象者　55歳以上の在職中か求職中の方
日程
商工業振興センター　展示ホール
　17日㈭　14:00～16:00
那賀町地域交流センター 2 階交流ホール 2
　18日㈮　14:00～16:00
牟岐町海の総合文化センター　大集会室
　22日㈫　14:00～16:00
内容　年金制度の基本的な仕組みと定年後

の職業生活設計について
参加料　無料
申込方法　開催日の５日前までに電話でお
申し込みください。
問 徳島県経営者協会
　（☎088－625－7701）へ

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20日㈰　9:30～
※雨天の場合は21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、ジャンケンゲ
ーム、ビンゴゲーム、軽食コーナー等
問 大野公民館（☎22－1564）へ

那賀川の日
イベント
那賀川の日（８月６日）にあわせ、那賀川
の上流から下流までの流域の子どもたち

（小学校高学年）を対象に那賀川流域にて
イベントを開催します。
日時　８月６日㈬　
内容　水生生物調査、水質調査、ダム見学・

工場見学などを予定
費用　500円～1,000円（昼食代）
※イベントに関する詳細情報（応募方法等）
は、７月中旬から「那賀川河川事務所ホー
ムページ」に掲載を予定していますので、
ご覧ください。
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/
問 那賀川河川事務所　調査課
　（☎22－6562）へ

阿南光のまちステーションプラザ
７月の催し

陸上自衛隊徳島駐屯地
夏休みちびっ子大会

■展示コーナー　10:00～20:00

※初日と最終日は催しによって終了時間が
異なります。
○染織作品展　６日㈰まで
○リバーシブルパッチワーク
　８日㈫～21日㈷
○野球関連グッズ展示会
　23日㈬～８月１日㈮

■体験コーナー
○アロマでクールダウン　夏の熱中症対策!!
　13日㈰　13:00 ～15:00
申込締切日　10日㈭　参加費　1,000円
定員　6人　持参物　ハンドタオル
○あんどん作り
　19日㈯　13:00 ～15:00
申込締切日　18日㈮　　定員　10人
持参物　いらないタオル、エプロン

阿波踊り活竹人形作り、星形あんどん作り
常時開催中！

問 阿南光のまちステーションプラザ
　（☎24－3141）へ

日時　８月27日㈬　8:30～16:30（予定）
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（施設見学、

装備品見学、体験搭乗、ロープワー
ク、飯ごう炊さんなど）

対象　阿南市、那賀郡および海部郡在住の
小学 3 ～ 6 年生

定員　約40人
参加費　500円（昼食代等）
申込締切日　８月１日㈮（消印有効）
※申込方法等は、徳島駐屯地のホームペー
ジをご覧ください。【徳島駐屯地で検索】
問 陸上自衛隊徳島駐屯地　広報係
　（☎42－0991  内線202、203）へ

伊島芸術祭「楽園」2014
期間　７月20日㈰～８月10日㈰　
場所　伊島町（小中学校ほか）
内容　写真家・三好和義さんの写真展・記

念講演会、屋台村、遊覧船ほか
問 伊島芸術祭実行委員会
　（☎23－1424）へ

●オープニングセレモニー　
　７月20日㈰　10:30 ～
　伊島町連絡船乗場
●写真展

期間中の9:00～16:30
入場料　大人800円、小学生まで400円

※往復乗船券込みのお得なチケットあり！
　大人2,500円、小学生まで1,300円
●記念講演会
　７月21日㈷　14:00 ～
　文化会館　研修室
　三好和義さん「地域振興について」
●屋台村
　期間中の9:00～16:00
　伊島小中学校グラウンド
●遊覧船
　随時運行（所要時間30分）
　乗船場所　伊島町旧連絡船乗場
　料金　1,000円

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22日㈫
～31日㈭

●郵送または持参
７月22日㈫
～25日㈮

９月
21日㈰

海上保安学校
学生

９月
28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

【芸術祭期間中の臨時時刻表】
伊島発 答島着 便 船 便 答島発 伊島着
7：00 7：30 1 Ａ 1 8：10 8：40
― ― ― Ｂ 2 9：10 9：40

9：10 9：40 2 Ａ 3 10：10 10：40
10：10 10：40 3 Ｂ 4 11：20 11：50
11：40 12：10 4 Ａ 5 14：00 14：30
14：00 14：30 5 Ｂ 6 15：30 16：00
15：30 16：00 6 Ａ 7 17：00 17：30
17：00 17：30 7 Ｂ ― ― ―

※天候により、欠航することがあります。必要
に応じて貸切増便します。

船　Ａ＝みしま（定員48人）、
　　Ｂ＝アイランドブリーズ号（定員90人）
運賃（片道）　大人1,020円、小人510円
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