
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

裁判所サマーツアー2015
日時　８月６日㈭　13:30～16:30
場所　徳島地方裁判所
内容　模擬裁判、法廷見学など
対象　小学５、６年生　定員　30人
申込方法　はがきに子どもの氏名、学年、
保護者の住所、氏名、電話番号、保護者が
同伴する場合は、同伴者の氏名、子どもと
の続柄を記入。申込多数の場合、抽選。
申込締切日　７月17日㈮（消印有効）
問 〒770‐8528　徳島市徳島町１丁目５番

地　徳島地方裁判所総務課
　 （☎088－603－0111）へ

那賀川河川一斉清掃
実施日　７月５日㈰　午前中１時間から２

時間程度　
場所　お近くの那賀川、桑野川の堤防や河

川敷
・ゴミ袋等を提供します。
・拾ったゴミは分別をお願いします。
・危険な場所には近づかないようにご注意

ください。
・小雨決行
※くわしくは、国土交通省那賀川河川事務

所ホームページをご覧ください。
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/
問 国土交通省那賀川河川事務所管理課
 　（☎22－6592）へ

国内交流事業参加者募集
●冒険学校 in 無人島
対象　小学３年～中学３年の方
期間　７月22日㈬～26日㈰（４泊５日）
場所　岡山県倉敷市大浜海岸　釜島
内容　竹でおはし・お皿・おわん作り、野

外炊飯、釣りなど
参加費（徳島駅発着）
小学生98,000円、中学生103,000円
定員　20人　申込締切日　７月８日㈬
●小笠原諸島アドベンチャースクール
対象　小学３年～中学３年の方
期間　８月14日㈮～21日㈮（７泊８日）
場所　東京都小笠原村父島、南島
内容　海と森での体験活動、星座観察、野

外炊飯、タコノ葉細工など
参加費 （徳島空港発着）
小学生193,000円、中学生219,000円
定員　25人　申込締切日　7月17日㈮
問 （公財）国際青少年研修協会
　 （☎03－6417－9721）へ

映画「くちびるに歌を」 
全国学校音楽コンクールの課題曲となった
アンジェラ・アキ作「手紙～拝啓十五の君
へ～」がモチーフ。長崎県五島列島の中学
生たちのコンクール出場をめざす日々を、
雄大な自然の中で描き出します。
日時　７月26日㈰　
　　　①10:30～　②13:30～　③18:00～
場所　夢ホール（文化会館）
入場料　

前売り 当　日
シニア

1,000円
1,100円

一　般 1,300円
小・中・高生 －    500円

販売場所　文化会館、市民会館、情報文化
センター、平惣書店、アピカ、
フジグラン、中富書店

問 あなんで映画をみよう会
　 （☎090－2788－5465）へ

歴史講演会のお知らせ 
戦国時代の阿波を生き抜いた佐々木氏の末
裔、西條陽一さんを講師にお招きし、歴史
講演会を開催します。
日時　７月18日㈯　13:00～15:00
場所　羽ノ浦公民館１階　大ホール
講師　平成24年度とくしま学博士
　　　西條陽一さん
演題　佐々木氏の動向と戦国時代の阿波
　　　※質問コーナーもあります。
問 羽ノ浦歴史サークル　徳川
　 （☎44－2575）へ

剪
せん

定
てい

講習会受講者募集
日時　７月21日㈫～24日㈮（4日間）
　　　10:00～16:00
場所　福井公民館および黒川造園
内容　初心者向け剪定講習（講義と実習）
　※受講者には日程表をお送りします。
受講資格　市内在住で60歳以上、センター

会員に新規登録していただける方
受講料　無料　定員　20人
申込期間　７月１日㈬～10日㈮
問 阿南市シルバー人材センター
　 （☎23－2630）へ
 　平日9:00～16:00（土・日・祝日を除く）

城満寺（海陽町）ウオーク
日時　７月11日㈯　小雨決行
集合　9：20海部駅前　コース説明後出発
ルート　海部駅～吉田橋～城満寺～いしき

橋～波切り不動～馬路橋～海部駅
解散　15：00頃海部駅前
参加料　300円　小学生以下無料
持参物　弁当、飲み物、雨具、健康保険証

の写し等
※歩きやすい服装、履き慣れた靴でご参加

ください。万一の事故の際には、応急処
置および傷害保険の範囲内の保障しかで
きません。

問 阿南歩こう会　新川（☎22－3188）へ

若者ＵＰプロジェクト
就職に繋がるパソコン講座
エクセルの基本操作を学びます。
日時　７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　※学生不可
定員　各５人　受講料　無料　
申込締切日　７月17日㈮
※若者の就労相談も同所で行っています。
問 とくしま地域若者サポートステーション
　 （☎088－602－0553）へ

平成27年度
国家公務員採用試験
採用試験のうち、７月から受付する試験を
掲載しています。

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21日㈫～30日㈭
●郵送または持参
７月21日㈫～23日㈭

9月20日㈰

海上保安学校学生

9月27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

問 人事院四国事務局第二課試験係
　 （☎087－831－4765）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　７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

薬草「三
み

島
しま

柴
さい

胡
こ

」
新規生産者説明会
現在徳島県内で、中山間地域を活用した農
業所得確保策として、薬草栽培への取組が
広がりを見せています。薬草に関心を持つ
農家の方を対象に説明会を開催しますので、
多数ご参加ください。
日時　７月10日㈮　10:00～
場所　市役所新庁舎６階　603会議室
※説明会の後、圃場の見学を予定。
問 阿南市生薬生産組合　堂谷
　 （☎090－6280－4759）へ

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。

スタジオMパート２
第25回ジャズダンス公演
ジャズ、ポップスのほか、アナ雪の世界を
ダンスでお届けします。子どもから大人ま
で楽しめる内容です。
日時　７月19日㈰　14:00～（13:30開場）
場所　市民会館　大ホール
入場料　999円（全席自由）
問 スタジオ M パート２　井利元
　 （☎090－1579－0490）へ

親子茶道教室
日時　７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

行政書士による無料相談会
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25日㈯　9:00～12:00
場所　ひまわり会館
相談内容　農地転用、建設業許可、開発許
可などの許認可手続き、相続などについて
問 徳島県行政書士会　徳島南部支部
　 （☎26－1157）へ

赤ちゃんとママのふれあい講座
●ベビーマッサージ教室
手のぬくもりから赤ちゃんへ「大好き」をた
くさん伝えよう！
日時　７月７日㈫　10:00～11:00
参加費　1,500円
持参物　赤ちゃんの飲み物、バスタオル１枚
●ファーストサイン教室
まだおしゃべりが上手にできなくても、お
互いの気持ちを伝えあおう！
日時　７月14日㈫　10:00～11:00
参加費　1,500円
対象　０～２歳までの親子５組
場所　那賀川社会福祉会館２階
※要予約
問 RTA指定スクールRomaly　金光
　 （☎24－8710）へ

見能林郵便局移転のお知らせ

見能林駅

ローソン
見能林店

R55

〒
〒

移転先

移転日時　７月21日㈫　9:00～
移転先　見能林町九反ケ坪1番地8
　　　　（ローソン阿南見能林店の隣り）
問 見能林郵便局（☎22－1095）へ

夏休みバウンドテニス教室
参加者募集
対象　どなたでも
　　　※小学３年生以下は保護者同伴
日程　
Aコース　７月24日㈮、29日㈬、31日㈮
Bコース　８月21日㈮、26日㈬、28日㈮
※原則３日間通してご参加ください。　
時間　10:00～12:00
場所　スポーツ総合センター
持参物　体育館シューズ、飲物、タオル
参加費　各コース300円（保険料）
定員　各コース20人（先着）
※A・B両コースの参加もできます。
申込方法　開催初日の前日までに、氏名、
年齢、連絡先、希望のコースを記入のうえ、
はがき、またはファクシミリでお申込みく
ださい。
問 〒774‐0042　阿南市横見町高川原101番地1
　 阿南市バウンドテニス協会事務局
　 戸井（☎・FAX49－1785）へ

阿南少年剣道教室
少年少女剣士募集
見学大歓迎！体験入部できます。お気軽に
お問い合わせください。
対象　６歳～小学６年生の方
　　　（男女問わず）
練習日時　毎週火、金曜日　19:00～21:00
場所　武道館（大潟町）
受講料　１カ月2,000円
　　　　※入会金2,000円
問 阿南少年剣道教室　館長　須藤
　 （☎090－8975－2660）へ

県立南部テクノスクール
受講生募集
訓練科　事務科
内容　簿記会計の基礎、日商簿記試験対策、
ワード、エクセル、パワーポイントなど
定員　15人
対象　離転職者等で、公共職業安定所長か

ら受講あっせんを受けた方
訓練期間　８月18日㈫～11月17日㈫
　　　　　※日・祝日は休校日
訓練時間　9:00～15:50
訓練場所　四国進学会　阿南校
受講料　無料（テキスト代は自己負担）
申込期間　７月28日㈫まで
申込先　居住地を所管する公共職業安定所
問 公共職業安定所または南部テクノスク

ール（☎26－0250）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　９月１日㈫～２月29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）
受講科　無料（テキスト代等は必要）
募集期間　７月１日㈬～８月３日㈪
問 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ

ママのためのママ友会
にこにこパーク
にこにこパークの主役はママであるあなた
自身です。育児や家族、生活におけるさま
ざまな場で役立つコーチングやコミュニケ
ーションを身に着けながら、すてきな仲間
をつくりましょう。
日時　７月15日㈬　10:00～12:00
場所　阿南図書館２階　和室
対象　子育て中のママとその子ども
参加費　1,000円　　定員　20人
持参物　オムツ、お茶、おやつ
申込方法　７月13日㈪までにメールでお申

し込みください。
問 野口（☎090－8698－3221）へ
　 ※19:00以降
　 Ｅ‐mail: 21coach.tomo@gmail.com

食べて学べる講演会
「和食が食べられない
日本人たち」 
健やかな心身を育む食卓を、家庭や学校で
取り組むために、各界の第一人者がポイン
トをお伝えします。
日程　７月21日㈫　
第一部（講演会）　10:00～12:45
第二部（ランチプログラム・交流食事会）
　　　　　　　　  13:10～15:30
場所　樫野倶楽部　樫野邸
参加費　第一部　3,500円
　　　　第二部　6,000円
申込方法　氏名、ご職業、性別、住所、電
話番号、FAX番号、メールアドレス、交通
手段、年代、参加希望（一部、二部、両方）
を記入のうえ、メールまたはファクシミリ
でお申し込みください。
申込締切日　７月10日㈮
問 なかがわ野菊の里・正食協会

（☎090－5140－4082・FAX088－
669－5904）へ
E‐mail: ryuuto_macro@ybb.ne.jp
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