県立阿南テクノスクール
職業訓練生

介護サービス科Ｂ１
内容 介護員養成研修２級課程
定員
人（母子家庭の母等
の１人を含む）
訓練期間 ７月 日㈮～ 月
日㈮の午前９時 分～午後
４時 分（日・祝日を除く）
訓練場所 勤労女性センター
および情報文化センター
受講料 １万６千円程度（テ
キスト代）
申込締切日 ６月 日㈪
申込み・問い合わせは 公共
職業安定所または阿南テクノ
スクール（☎ ‐０２５０）へ

駐車場 蒲生田小学校校庭ま
たは灯台入口駐車場
※作業に適した服装で参加し
てください。ビニール袋は配
布します。事故等の責任は負
いません。
問い合わせは キット海亀部
会 鎌田（☎ ‐０４１０）ま
たは市ボランティア連絡協議
会 美馬（☎ ‐０６３２）へ

高齢・障害・求職者
雇用支援機構
職業訓練生

あなんを美しく
ごみゼロ夏祭り大作戦
ボランティア募集

マークを募集します。
用途 徳島県および徳島県高
圧ガス地域防災協議会が、高
圧ガスに関する事業や資料等
で活用
応募資格 どなたでも
募集期間 ７月２日㈪まで
表彰 最優秀賞１点（表彰と
副 賞 万 円 ）・ 優 秀 賞（ 表 彰
と副賞５万円）など
※応募規定、応募方法などく
わしくは、徳島県ホームペー
ジ（お役立ち情報→募集→危
機管理部）をご覧ください。
問い合わせは 徳島県危機管
理部消防保安課（☎０８８‐
６２１‐２２８２）へ

平成 年度
警察官Ｂ（男性・女性）
採用試験のお知らせ

25

蒲生田海岸清掃
ボランティア募集

阿南の夏まつりで「ごみゼ
ロ大作戦」のボランティアにご
協力いただける方を募集しま
す。地球に優しく地域を美し
く す る 取 組 に、皆 様 の 積 極 的
なご参加をお待ちしています。
活動日 ７月 日㈮～ 日㈰
午後６時～ 時の間（約２時
間程度）
活動場所 富岡商店街（３カ
所）に設けられた「ごみ分別
ステーション」
活動内容 商店街にある「ご
み分別ステーション」で、ご
みの分別回収を呼びかけます。
申込締切日 ７月 日㈮
※お申し込みいただいた方に
は、後日くわしい内容をお送
りします。
申込み・問い合わせは 阿南
商工会議所 野村（☎ ‐２
３０１・ＦＡＸ ‐５７１７）
へ

13

徳島県高圧ガス保安
シンボルマーク募集

14

26

27

再就職をめざす求職者の方
を対象に職業訓練を実施して
います。
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 ７月２日㈪～ 月
日㈮
対象者 公共職業安定所に求
職申込みをしている方など
※受講料は無料。テキスト代
等は必要で選考があります。
申込締切日 ６月４日㈪
申込み・問い合わせは 独立
行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構徳島職業能力開
発促進センター（☎０８８‐
６５４‐５１０２）へ

29

22

27

10

23

10

受験資格 ４年制大学を卒業
した方、または平成 年３月
日までに卒業する見込みの
方以外の方
試験日
月 日㈰
※７月３日㈫から採用試験案
内申込書を配布します。
※記載された個人情報等は目
的以外に使用しません。
問い合わせは 徳島県警察本
部警務部警務課人事係（☎０
８８‐６２１‐２９５３）へ

24

10

10

18

あなん 2012.06

広報

集

私たちの生活や産業活動に
欠かすことのできない高圧ガ
スの保安活動を親しみやすい
デザインで表現したシンボル

お知らせ

31

26

20

30

25

15

30

募
募集

集

募集

19

温泉をはじめ風光明媚な自
然とアカウミガメの上陸産卵
地として有名な蒲生田海岸の
清掃活動を行います。自然環
境を保護し、アカウミガメが
安心して産卵できる環境づく
りにご協力ください。
日時 ６月３日㈰ 午前９時
～（現地集合、少雨決行）
活動場所 蒲生田海岸（アカ
ウミガメ産卵の浜から灯台下
までの海岸）

12

おうちで留学体験！
ホストファミリー募集

28

募

21

市民の情報ひろば
人のホストファミリーを
募集しています。
期日 ９月 日㈮（午後到着）
～ 月４日㈭（早朝出発）
※ 月１日㈪～３日㈬は富岡
東高校に通学します。
生徒 マリストカレッジアッ
シュグローブ（オーストラリ
ア・ブリスベーン）校男子生
徒 人
※日本の高校生に該当しま
す。日本語を学んでいます。
付添の先生 １人
申込締切日 ７月 日㈫
申込み・問い合わせは 阿南
市国際交流協会（☎ ‐２５
５６）へ
31

42

募集

募集

13

10 10

12

※２次選考の日程は、１次選考終了後に
ご連絡します。

業務内容
・イベント等での物産・観光ＰＲ
・マスコミ等への表敬訪問
・市のＰＲに有効な行事への参加
募集期間 ６月１日㈮～ 29日㈮
募集人員 １人
任
期 ２年
応募資格 次のすべての要件を満たす方
・県内在住で、満18歳以上の方（平成24年４月１日現在）
・平日、休日を問わず行事に参加できること
・ほかのコンテスト等に入賞していないこと
・芸能プロダクション等に専属契約をしていないこと
応募方法 応募用紙（阿南市ホームページからダウンロー
ド）１通と正面上半身のカラー写真１枚を、次のところ
へ提出してください。当日消印有効です。なお、応募書
類は返却いたしません。

※いただいた個人情報は、目的以外には使用しません。
〒 774-8501 阿南市富岡町トノ町 12 番地 3
阿南市商工観光労政課内 阿南市観光協会
賞 金 等
光の天使に選ばれた方には、賞状と賞金10万円を贈呈。
問い合わせは 阿南市観光協会
（商工観光労政課内☎ 22－3290）へ

19

広報

あなん 2012.06

日程

○四国アイランドリーグプラス公式戦
徳島 VS 高知
6月23日㈯ 18：00 ～
○四国アイランドリーグプラス交流戦
徳島 VS オリックス２軍
6月27日㈬ 13：00 ～（入場無料）
問い合わせは
野球のまち推進課（☎ 22-1297）へ

ステーションプラザ

のまち

６月の催し
■展示コーナー 10：00 ～ 20：00

※初日と最終日は開催時間が異なります。

エンジョイペインティング ６月10日㈰まで
羽尻利門展 （四季の風景、人物イラスト）
６月12日㈫～ 24日㈰
ハワイアンキルト作品展
６月26日㈫～７月８日㈰
阿波踊り活竹人形作り、 星形あんどん作り
を常時開催中！
問い合わせは

こ

６月の

第９期 あなん「光の天使」募集
考
１次（書類審査）７月２日㈪
２次（面接審査）７月下旬

しま さい

44

光のまち〝あなん〟をＰＲ

選

み

内容 ▼利用者手作り作品の
展示・即売▼各種模擬店▼ア
トラクション▼不用品バザー
※不用品バザーの品物（古着
は除く）をご提供ください。
問い合わせは たんぽぽ作業
所（☎ ‐６８８８）へ

21

相談

催し

薬草 「三島柴胡」
栽培説明会

10

35

若年無業者移動相談室

31

催し

職業訓練も通学もしていな
い若者の就職面などの悩みに
関する出張相談室（予約制）
を開設します。
日時 ６月 日㈭ 午後１時
～５時
場所 文化会館１階 工芸室
相談員 徳島県若者サポート
ステーション勤務スタッフ
問い合わせは 徳島県若者サ
ポートステーション（☎０８
８‐６０２‐０５５３）へ

市民の情報ひろば
への掲載について

広報あなん７月号掲載
の 原 稿 締 切 日 は、 ５ 月
日㈭です。
秘書広報課へメールも
しくは原稿をお持ちくだ
さい。
問い合わせは 秘書広報課
（☎ ︲１１１０）へ

22

15

三島柴胡は、春に種を撒き
一年かけて栽培する薬草で、
多くの漢方薬に使われていま
す。薬草栽培に関心のある農
家・団体・企業の方は、ぜひ
ご参加ください。
日時 ６月７日㈭ 午前 時～
場所 文化会館 研修室２
問い合わせは 薬草生産団体
み の り の 森 湯 浅（ ☎ ‐
１００７）へ

27

第４回サマーダンス
フェスティバル

真夏の社交ダンスパーティ
ーを開催します。どうぞお越
しください。（見学は無料）
日時 ７月 日㈰ 午後５時
～８時
場所 夢ホール（文化会館）
１階 視聴覚室
問い合わせは 阿南市文化協
会所属マドンナダンスクラブ
吉田（☎ ‐０１５４）へ

時

10

たんぽぽまつり

日時 ６月 日㈰ 午前
～午後２時
場所 那賀川公民館
17

催し

光のまちステーションプラザ
（☎ 24 － 3141）へ

