
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。

平成27年度

JICAボランティアの募集
応募資格　５月11日現在で、①満20～39
歳②満40～69歳　※日本国籍を持つ方
募集内容
①青年海外協力隊
②シニア海外ボランティア
申込締切日　５月11日㈪（消印有効）
応募書類設置場所　徳島県国際交流協会、
市役所、JICA 四国（高松市）
TOEIC＆説明会

▼４月４日㈯　13:30～17:00
シネマ＆説明会

▼４月19日㈰　13:30～17:00
説明会場所　徳島県国際交流協会

（クレメントプラザ６階）
問 JICA徳島デスク（☎088－656－3303）へ

平成27年度
徳島県母子家庭等就業・自立
支援センター就業支援講習会 
対象　母子家庭の母、父子家庭の父および

寡婦で、就業と自立に意欲のある方
科目・日時　

▼パソコン講習（昼間）　ワード検定
５月11日～６月３日（月・水・金11日間）
9:00～16:00／締切日　４月30日㈭

▼パソコン講習（夜間）
ワード・エクセル検定
６月３日～７月31日（火・水・金24日間）
18:30 ～ 21:00 ／締切日　５月22日㈮
場所　徳島県立総合福祉センターほか
受講料　無料（テキスト代等は必要）
申込方法　所定の申込書に必要事項を記入

のうえ、印鑑を持って本人がお
申し込みください。

問（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
仁木（☎088－654－7418）へ

阿南法人会主催
医学ジャーナリストの
松井宏夫さん

「健康セミナー」
『たけしの健康エンターテイメント！みんな
の家庭の医学』等に出演の松井宏夫さんを
お招きし、がん治療の基礎知識から最先端
医療技術についてのセミナーを開催します。
日時　４月10日㈮　13:30～15:00
場所　ロイヤルガーデンホテル（富岡町）
演題　「最先端医療の現状」
　　　～ここまで進んだがん治療～
定員　100人　　入場料　無料
申込締切日　４月３日㈮
問 公益社団法人阿南法人会
　 （☎23－1055）へ

羽ノ浦町
岩脇公園
桜まつり
日時　４月５日㈰　9:30～
場所　羽ノ浦桜づつみ公園
内容　阿波踊り、岩脇小学校金管バンド演

奏、どんど鼓、明現神社祭ばやし、
阿波ぞめき渦の会三味線流し、フラ
ダンス、農産物、花の販売、徳島新
聞記念誌サービス、フリーマーケッ
ト、おもちの配布、貸しボート、各
種団体の模擬店、野店ほか

ライトアップ　4月12日㈰まで
問 羽ノ浦町岩脇公園桜まつり保存会
　 亥本（☎44－2632）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　４月11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

とはなにか、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・日曜日は地域会員　花野

（☎090－3787－0305）へ

春休みバウンドテニス教室
参加者募集
日時　４月１日㈬、３日㈮　10:00～12:00
場所　スポーツ総合センター（サブアリーナ）
　　　※申込不要
対象　小学生以上の方ならどなたでも
　　　※小学 3 年生以下は保護者同伴
参加費　1 回につき 100 円（保険料）
持参物　体育館シューズ、飲み物、タオル
問 阿南市バウンドテニス協会事務局
　 戸井（☎49－1785）へ

第27回
阿南の加茂谷鯉まつり
開催期間　４月20日㈪～５月９日㈯
イベント　５月４日㈷　10:00～（雨天順延）
場所　深瀬町河川敷（中央橋通行止め）

手作りこいのぼりコンテスト作品大募集！
イベント時に手作りこいのぼりコンテスト
を開催します。あなたの作ったこいのぼり
を会場で泳がせてみませんか。入賞者には
景品を贈呈します。
出品規定　大きさは８m以内で風雨に強い
素材を使用すること。
応募方法　４月30日㈭までに電話でお申
し込みください。※作品は返却しません。

五月人形の募集！
鯉まつりに併せて五月人形展を開催します。
ご家庭に眠っている五月人形をお寄せくだ
さい。
人形の供養
日時　４月19日㈰　9:30～
場所　深瀬町八幡神社境内
供養料　5,000円
募集期間　４月16日㈭まで

問 加茂谷鯉まつり実行委員会
　 （加茂谷公民館内☎25－0113）へ

若者ＵＰプロジェクト
就職に繋がるパソコン講座
日本マイクロソフト㈱と協働し、最新のパ
ソコンでワードの基本操作を学びます。事
前にご予約ください。
日時　４月21日㈫、22日㈬
　　　13:00～16:00
場所　富岡町玉塚21番地里美ビル１階
　　　（南部ライフサポートセンター隣）
対象　義務教育終了後、15歳～39歳まで

の無業の方
　　　※学生はご遠慮ください。
定員　各５人　受講料　無料　
申込締切日　４月20日㈪

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　毎週木・金の10:00～16:00
場所　富岡町玉塚21番地里美ビル１階
　　　（南部ライフサポートセンター隣）

問 とくしま地域若者サポートステーション
　 （☎088－602－0553）へ

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集
募集訓練科　溶接加工科（６カ月）
訓練期間　６月１日㈪～11月30日㈪
対象　公共職業安定所に求職の申込みをし
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　４月１日㈭～５月12日㈫
問 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ

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。６月号の締め切りは４月28日㈫です。
メールアドレス　hisho@city.anan.tokushima.jp

顧客満足度を向上させる
ビジネスマナー徹底トレーニング 
日時　４月14日㈫　10:00～16:30
場所　商工業振興センター（阿南駅東隣）
講師　アソシエイト・ゆう
　　　代表　大仲希美子さん
参加費　会議所会員　　3,000円
　　　　　　　会員外　6,000円
※テキスト代、昼食代（消費税込）
定員　先着40人
申込締切日　４月７日㈫
問 阿南商工会議所 （☎22－2301）へ

球場へ行こう！　４月
ＪＡアグリあなんスタジアム

○第８回西日本生涯還暦野球大会
18日㈯、19日㈰
市内市民球場、那賀町・美波町の各球場で
同時開催
○四国アイランドリーグｐlus

12日㈰　13:00～　徳島 対 高知
17日㈮　18:00～　徳島 対 愛媛

問 野球のまち推進課（☎22－1297）へ

親子茶道教室
日時　４月５日㈰　9:00～12:00
※毎月第１日曜日に実施しています。
場所　夢ホール　和室
参加費　500円
問 伊勢田宗鶴（☎090－7628－1032）へ

高校生のための英語活動ひろば
ＡＣＥ（エース）

設立２年。今後も英語が通じる喜びを高校
生に、地元で地域貢献できる場をＡＬＴに
提供していきます。「授業で習った英語を
実際に使ってみたい」と思っている人は、
迷わず参加してくださいね！
日時　4月26日㈰　14:00～16:00
　　　（２カ月に１回活動しています）
場所　富岡公民館１階　図書室
対象　高校生　　参加費　無料
問 英語活動ひろば ACE 事務局
　 土井（☎23－5875）へ　※19時以降

阿南消費者協会会員募集
賢く学び、そして楽しむ会です。
あなたの入会をお待ちしています。
活動内容　市長との研修会および新年会

（１月）、消費者のつどい、１日研修旅行、
悪質商法などの勉強会、研修部会（花と野
菜教室・手芸教室・墨絵教室・民踊教室・
料理教室・調査研究部）
年会費　1,200 円
問 阿南消費者協会（☎23－0194※毎週金

曜日9:00～12:00）または、
　 田中（☎090－9552－8080）へ

富岡さくら祭り
恋人の聖地で春のひとときを過ごしません
か。夜桜も楽しめます。
日時　４月４日㈯　15:00～17:00（予定）
　　　※雨天の場合は中止
場所　牛岐城趾公園（富岡町）
内容　お抹茶とお菓子のお接待、お箏演奏、

吹奏楽演奏、阿波踊り、ストリート
ダンスなど

問 富岡商店街協同組合（☎22－1684）へ

在住外国人のための日本語教室 
日時　４月５日～９月12日の毎週日曜日
　　　10:00～12:00
場所　富岡公民館　講師　三好晴子さん
参加費　1,000円（半期20回分）
教材　「みんなの日本語Ⅰ・みんなの日本

語Ⅱ」（各￥2,700消費税込）
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 市国際交流協会（☎44－6652）へ
E-mail：himawari_aia_2012@yahoo.co.jp

平成27年度
国家公務員採用試験（４月受付分）

問 人事院四国事務局第二課試験係
（☎087－831－4765）へ

試　験　名 受付期限 第１次
試験日

▼院卒者試験、大卒程度試験

総合職 院卒者 インターネット
8日㈬ 5/24㈰大卒程度

一般職（大卒程度） インターネット
20日㈪ 6/14㈰

専門職

航空管制官

インターネット
13日㈪ 6/7㈰

法務省専門職員
（人間科学）
国税専門官
労働基準監督官
財務専門官
皇宮護衛官

（大卒程度試験）
食品衛生監視員

▼高卒者試験

海上保安学校学生（特別）
インターネット

8日㈬
郵送または持参

3日㈮
5/17㈰

合気道教室練習生募集 
合気道を学びながら日本武道の礼儀や心を
養ってみませんか。子どもたちの強く、優
しく、たくましい心と身体の育成を願って
教室を開いています。
対象　5～15歳
稽古日時　毎週金曜日　19:00～20:00
場所　武道館（大潟町）
受講料　月額2,000円
※別途入会金2,000円が必要です。
問 合気道敷島塾阿南道場　川越
　 （☎49－4077）へ

法廷見学会 
徳島地方裁判所では、裁判員裁判５周年企
画として、事件傍聴と裁判手続の開設をセ
ットで行う「法廷見学会」の申込みを受け
付けています。
日時　４月24日㈮、５月22日㈮の
　　　13:30～15:00
場所　徳島地方裁判所
内容　刑事裁判傍聴（40～60分程度）、

裁判手続、裁判員制度の説明および
質疑応答（10分程度）、裁判官への
質問コーナー（10分）、法廷内見学

定員　30人
申込方法　１週間前までに電話または、フ

ァクシミリでお申し込みくださ
い。

問 徳島地方裁判所 総務課庶務係
（☎088-603-0111・FAX088-622-3441）へ

春のファミリーデイキャンプ

４月「家族ではじめてのアウトドア !」
カレーライスやホイル焼き、クラフト作り
など、内容は盛りだくさん！
日時　４月19日㈰、26日㈰10:00～15:00
場所　ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター
定員　各日20家族程度
参加費　中学生以上　2,000円、
　　　　小学生・幼児　1,000円
申込方法　電話でお申し込みください。
服装　野外での活動が中心です。十分な防
寒、動きやすい服装でお越しください。
問 ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター
　 （☎33－1221）へ
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