
スタジオMパート２
第26回ジャズダンス公演
ジャズのスタンダードナンバーやミュージ
カル曲などを中心に子どもから大人まで楽
しめる内容です。
日時　７月24日㈰　14:00～（13:30開場）
場所　市民会館　大ホール
入場料　999円（税込）
問 スタジオMパート２　井利元
　 （☎22－3169）へ

YMCA イベント参加者募集
参加を希望される方は、電話でお申込みく
ださい。
●夏のファミリーデイキャンプ
　「海をのぞこう！シュノーケル !!」
海の中にはいろんな生き物がいっぱい！海
をのぞいて探してみよう！
日時　７月10日㈰　10:00～15:00
対象　家族（定員:20家族程度）
参加費　中学生以上　3,500円
　　　　小学生・幼児　2,500円
※昼食、プログラム費含む
●夏のわくわくキッズキャンプ
　「夏だ！海だ！マリンスポーツ！」
カヤックやカヌーで大きな海で大冒険！お
友達と一緒にキャンプをしよう！
日時　７月20日㈬～21日㈭（１泊２日）
対象　小学１～６年生（定員：25人程度）
参加費　11,340円（現地集合解散）、
12,420円（道の駅「なかがわ」集合解散）
問 YMCA阿南国際海洋センター
　 （☎33－1221）へ

「かも道」を歩こう
日程　７月16日㈯　※少雨決行
集合　8:50　お松大権現駐車場
　　　コース説明等終了後、出発
解散　15:00頃　お松大権現駐車場
コース　お松大権現駐車場～一宿寺～弘法

大師座像～太龍寺（往復約９キロ）
参加費　300円（阿南歩こう会会員200円、

小学生以下無料）
持参物　弁当、飲み物、健康保険証、雨具など
※歩きやすい服装、履きなれた靴でご参加

ください。
※万一の事故には、傷害保険（主催者加

入）の補償範囲内および応急処置以外の
責任は負いません。

問 阿南歩こう会　新川（☎22－3188）へ

阿南西部公園
七夕夏まつり 
仙台七夕飾りと阿波踊り、たくさんの催し
で楽しい 1 日をお過ごしください。
日時　７月17日㈰　9:30～
　　　※雨天の場合は18日㈪に延期
場所　阿南西部公園（中大野町）
内容　龍神太鼓、阿波踊り、ピアノ演奏、
的あてゲーム、ビンゴゲーム、ボールつか
み、ジャンケンゲーム、帽子作りコーナー、
シャボン玉コーナー、消防コーナー、軽食
コーナーほか
問 大野公民館（☎22－1564）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㈭～

平成29年２月28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　７月１日㈮～８月１日㈪
問 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ

抱腹絶倒
びわ湖ホール
テノール三人衆
オペラのソリストとして活躍する歌手なら
ではの歌唱力、関西のノリで笑いたっぷり
のステージです。
日時　７月３日㈰　14:30 ～
場所　夢ホール（文化会館）
曲目　琵琶湖周航の歌、荒城の月など
入場料　一般 2,500円、ペア 4,000円、
  小中高生 1,000 円※当日は 500 円増し
販売場所　文化会館、市民会館、コスモホ
ール、平惣書店、アピカ、黒崎楽器
問 NPO 法人夢ホール市民協議会
　 夢つくりあなん（☎23－5599）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　７月９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

パソコン学ぶ君　上級講座
（パソコン教室） 

マイクロソフトオフィス　スペシャリスト
（MOS）の Word2010の資格取得ができ
るスキルを身に付けよう！
開催日　毎月第１、第２、第４土曜日
9:30～11:30（７月から開講）
場所　羽ノ浦公民館
講師　庄野政彦さん（MOS資格取得
Word2010 Excel2010Expert）
持参物　パソコン　参加費　１回500円
定員　15人（事前に電話で申込み）
問 庄野（☎090－2780－3200）または
　 羽ノ浦公民館（☎44－1120）へ

親子のふれあい
ベビーマッサージ教室
赤ちゃんとふれあって楽しくコミュニケー
ションをとりましょう！
日時　７月８日㈮　10:00～11:00
場所　那賀川社会福祉会館２階
対象　０～２歳までの親子５組
参加費　1,500円
持参物　バスタオル１枚、赤ちゃんの飲み

物（母乳可）　※要予約
問 ＲＴＡ指定スクールRomaly 　金光
　 （☎24－8710）へ

県立南部テクノスクール
受講生募集
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人
訓練課　事務課
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
訓練期間　８月23日㈫～11月22日㈫

9:00～15:50　※日・祝日は休校
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）
定員　15人（母子家庭の母等1人を含む）
申込期間　７月26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

若者ＵＰプロジェクト
就職につながるパソコン講座
日本マイクロソフト㈱と協働したパソコン
講座でワードの基本操作を学びます。短期
集中でワードのパソコンスキルを身に付け
たい方にはぴったりの講座です。また予約
制で若者の就労相談も行っています。
対象　義務教育終了後15～39歳までの無

業の方　※学生不可
日時　7月12日㈫、13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）
定員　５人　　受講料　無料
申込締切日　７月11日㈪　※要予約
問 とくしま地域若者サポートステーション
　 （☎088－602－0553）へ

阿南高専公開講座 「コマ実験セッ
トを使ったパラメータ設計講座」
対象　一般の方
日時　９月３日㈯　13:00～17:00
場所　阿南高専　機械棟２階　製図室
受講料　5,400円　　定員　６人（先着順）
申込期間　７月19日㈫～29日㈮
申込方法　申込期間中に、電話で申込み
問 阿南工業高等専門学校総務課
　 企画情報係（☎23－7215）へ
　 ※土・日曜日を除く 8:30 ～ 17:00

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29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。

平成28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。
高卒程度試験

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19日㈫～

28日㈭　
●郵送または持参
　７月19日㈫～

21日㈭　

９月18日㈰
海上保安学校学生

９月25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

※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

夏休み宿題お助け「作曲のキホン」
五線譜とえんぴつとイメージで生まれる音
楽。作曲のヒントを学びます。
日時　７月31日㈰　10:00～12:00
場所　文化会館　視聴覚室
講師　松岡貴史さん
　　　（鳴門教育大学特命教授）
対象　小学５年生～中学生
参加費　500円　　持参物　筆記用具
定員　20人（先着順）
申込方法　電話でお申込みください。
問 NPO法人夢ホール市民協議会
　 夢つくりあなん（☎23－5599）へ

2016 年ケアマネ受験対策教室 
忙しい社会人のための勉強法、記憶術を伝
授いたします。講座を活用し、今年の合格
をつかみましょう！
日程　
７月12日㈫、22日㈮（保健医療分野）
８月９日㈫、14日㈰（福祉分野）
９月６日㈫（模擬試験）
時間　10:00～16:30　　場所　文化会館
参加費　資料代が必要
申込方法　電話またはメールでお申込みく
ださい。（先着順）
※くわしくは、お問い合わせください。
問 さくら福祉学院　徳島校　谷川

（☎090－7571－4752）へ
sakuratoku05@gmail.com

徳島県立総合看護学校
オープンキャンパス参加者募集
社会が求める看護職をめざしませんか。当
校には看護学科・准看護学科があります。
幅広い年齢層が学んでいます。学校の雰囲
気や看護を体験してください。
日時　８月７日㈰、８日㈪　8:30～12:00
場所　徳島県立総合看護学校
内容　学科紹介、在校生交流会、白衣体験、
血圧測定・聴診、救命処置、進学相談など
参加費　無料　申込締切日　７月20日㈬
※くわしくは、ホームページをご覧ください。
問 徳島県立総合看護学校
　 （☎088－633－6611）へ

歩き遍路にノルディック・
ウオークでチャレンジ
日時　７月３日㈰　受付　8:00～
集合　お松大権現駐車場
ルート　一宿寺→かも道→太龍寺→鶴林寺
参加費　500円、ポール１組貸出300円、

バス代500円
持参物　飲み物、手袋、紫外線よけ、薄着
の重ね着、昼食、行動食、雨よけほか
申込方法　電話またはファクスで申込。
問 とくしまノルディック・ウオーク協会

（☎088－669－6223、
FAX088－642－5003）へ

「あなんパーソナル・
サポート・センター」
いろいろな生活上の困りごとの相談・支援
働きたくても仕事がない、再就職に失敗し
て雇用保険が切れた、親の介護で働けない、
生活が苦しい、借金がある、社会に出るの
が怖くなった…など、生活でお困りの方の
自立促進に向けた総合的な支援を行ってい
ます。※秘密厳守。相談無料。
相談時間　月～金曜日　8:30～17:15
場所　あなんパーソナル・サポート・センター
　　　（阿南市富岡町玉塚21 里美ビル１階）
問 あなんパーソナル・サポート・センター
　 （☎0120－928－764）へ

夏休みバウンドテニス教室
参加者募集
対象　小学生以上の方
※小学３年生以下は保護者同伴
日程　
Aコース　７月22日㈮、27日㈬、29日㈮
Bコース　８月19日㈮、24日㈬、26日㈮
※できるだけ３日間通してご参加ください。
A・B 両コースの参加もできます。
時間　10:00～12:00（9:50集合）
場所　スポーツ総合センター　サンアリーナ
持参物　体育館シューズ、飲み物、タオル
参加費　保険料として１コース（３日間）

300 円
定員　20人程度（先着）
申込方法　７月18日㈪までに、氏名、年
齢（学年）、電話番号を記入のうえ、はが
きまたはファクスでお申込みください。
問 〒774‐0042　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

地域と共生する
杜のホスピタル文化活動
●マリンバ・ピアノコンサート
日時　７月７日㈭　14:00～
場所　杜のホスピタル　OT ホール
出演　山下由美子（マリンバ）、
　　　吉野暁美（ピアノ）
●杜のホスピタル納涼祭
日時　７月16日㈯　14:00～
場所　杜のホスピタル　グラウンド
※雨天の場合は杜のホスピタル内で開催
内容　出店（100円～。たこ焼き、焼きそ
ば、射的、輪投げなど）、スイカ早食い競争、
カラオケ大会、奴連による阿波踊りなど
●べっぴん一座　
歌あり　踊りあり　フラダンスあり
日時　７月30日㈯　14:00～
場所　杜のホスピタル　OT ホール
※催しはすべて入場無料です。
問 医療法人杜のホスピタル　リハビリテー

ション課　石川（☎22－0218）へ

阿南市社会福祉協議会

結婚支援の相談を行っています
相談日　毎週月曜日（10:00～15:00）
　　　　毎週水曜日（13:30～15:30）
相談場所　阿南市社会福祉協議会
　　　　　（市民会館内）
申込方法　社協にある申込用紙に、ご記入

ください。
※印鑑と写真の添付が必要です。
申込（登録）　結婚支援連絡協議会推進員
が登録手続きをします。※社協事務局でも
登録手続きは可能　　費用　無料
問 阿南市社会福祉協議会
　 （☎23－7288）へ※平日8:30～17:15

阿南市長杯
第２回阿南将棋大会参加者募集 
将棋愛好家が一堂に会し、交流と親睦を深
めるための大会を開催します。
日時　７月24日㈰　受付9:00～9:30
開会式9:30～9:45、競技9:45～16:00
場所　ひまわり会館２階　ふれあいホール
募集人数　80 人（先着順）
申込方法　電話でお申込みください。
申込締切日　７月15日㈮
問 阿南将棋同好会001　長尾（☎22－

8611または 090－9553－3476）へ

山田洋次監督作品
「家族はつらいよ」

日時　７月31日㈰
　　　①10:30　②14:00　③18:00
場所　夢ホール（文化会館）
出演　橋爪　功、吉行和子、西村雅彦、
　　　中嶋朋子ほか
入場料

前売り 当日
シニア 1,000円 1,100円

一般・大学生 1,300円
小・中・高生
障がいのある方 －    500円

チケット販売場所　市民会館、文化会館、
情報文化センターほか
問 あなんで映画をみよう会
　 （☎090－2788－5465）へ
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