市民の情報ひろば

広報あなん９月号への掲載

原稿に写真等を添えて７月 31 日㈫までに秘書広報課までお届けください。

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

市民セミナー（※申込不要・参加費無料）

▼

▼

日時 ７月26日㈭ 19：00 ～ 20：30
会場 ロイヤルガーデンホテル
内容
講演１「子宮頸がん検診への取
り組みについて」市保健センター職員
講演２「子宮頸がん検診、ワクチン接種
の有効性と留意点」阿南共栄病院 産婦
人科部長 滝川稚也さん
徳島県薬剤師会阿南那賀支部・田中
（☎ 42 － 0855）へ

小松島航空基地一般公開

ジャズ、ミュージカル、なつかしのポップ
スなどを中心に盛りだくさんなダンスをお
楽しみください。
日時 ７月15日㈰
14：00開演 （13：30開場）
場所 市民会館 大ホール
入場料 Ａ席999円、Ｂ席500円
スタジオＭパート２ 井利元
（☎ 090 － 1579 － 0490）へ

対象 小学生以上（幼児は保護者同伴で可）
日程 ７月８日㈰ 10：00 ～ 12：00 ／木陰
で遊ぼう !（ 才見町・東部自然公園） ８
月は休み ９月９日㈰ 10：00 ～ 12：00 ／
工作遊びを楽しもう !（羽ノ浦公民館）
持ってくるもの 運動着、帽子、水筒
参加料 １人 100円
阿波南部ネイチャーゲームの会 松田
（☎ 080 － 5665 － 1567）へ

日時 ７月16日㈷ 9：00 ～ 15：00
場所 小松島航空基地（和田島町）
内容
ヘリコプター体験搭乗（小学生以上・
赤石岸壁にて抽選 9：00 ～・定員になり次第終了） 航
空機展示 救命装備品展示 焏原（じょう
はら）まり子歌謡ショー 鮎のつかみ取り
基地見学ツアー
海上自衛隊第 24 航空隊 総務室
（☎ 0885 － 37 － 2111）へ
▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

ネイチャーゲーム月例会（７～９月）
▼

第22回 スタジオＭパート２公演

「裁判」を経験しよう！
裁判所サマーツアー 2012
日時 ８月10日㈮ 13：30 ～ 16：30
場所 徳島地方裁判所
内容 ＤＶＤ上映、模擬裁判、裁判官へ
の質問コーナー、法廷見学
対象 小学５・６年生
定員 50 人
申込締切日 ７月20日㈮（消印有効）
徳島地方裁判所総務課庶務係
（☎ 088 － 603 － 0111）へ

西部公園七夕夏まつり
艶やかな仙台七夕飾りの下で、阿波踊り
やフラダンスショーを楽しもう！
日時 ７月29日㈰ 10：00 ～
場所 阿南西部公園（中大野町）
内容 オープニングショー、じゃんけん
ゲーム、阿波踊り、マジックショー、ビン
ゴゲーム、軽食コーナー
大野公民館（☎ 22 － 1564）へ

受講料
無料

高齢・障害・求職者
雇用支援機構 職業訓練生
募集訓練科 ＣＡＤ製図科
訓練期間 ８月１日㈬～ 10月26日㈮
対象 ハローワークに求職申込済の方等
申込締切日 ７月９日㈪
受講料 無料
徳島職業能力開発促進センター
（☎ 088 － 654 － 5102）へ

放送大学 10 月生募集

阿南テクノスクール訓練生募集

放送大学はテレビやインターネットを通し
て授業を行う通信制の大学です。心理学・
福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、
幅広い分野を学べます。
出願期間 ８月31日㈮まで
※資料は無料贈呈
放送大学徳島学習センター
（☎ 088 － 602 － 0151）へ

募集訓練科 テレオペレーター科２
内容 電話対応、パソコン操作（ワード、
エクセル、パワーポイント）
定員 15人 テキスト代 13,000円程度
期間 ９月３日㈪～ 11月30日㈮
9：35 ～ 15：55（土・日・祝日除く）
申込期間 ７月 11 日㈬～８月８日㈬
阿南公共職業安定所 ( ☎ 22 － 2016)・
阿南テクノスクール ( ☎ 26 － 0250) へ

行政書士による無料相談会

若者の就労相談会（予約制）
職業訓練も通学もしていない若年の就職
面などの悩みに関する出張相談です。
日時 ７月19日㈭ 13：00 ～ 17：00
場所 文化会館１階 工芸室
相談員 とくしま地域若者サポートステー
ション勤務スタッフ
とくしま地域若者サポートステーション
（☎ 088 － 602 － 0553）へ
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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21日㈯ 9：00 ～ 12：00
場所 ひまわり会館
内容 行政に係る許認可手続き（農地転
用、建設 業関係、開発許可、自動車運
送関係等）
徳島県行政書士会徳島南部支部
（☎ 42 － 3173）へ

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業

労働保険の年度更新

先の大戦で父を亡くした戦没者の遺児を
対象として、父の戦没した旧戦域を訪れ、
慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民
と友好親善を行います。
費用 一律 90,000円（東京⇔慰霊地間）
㈶徳島県遺族会
（☎ 088 － 636 － 3212）へ

平成24年度の労働保険の年度更新期間
は６月１日～７月10日です。事業主の方は、
平成23年度分の確定保険料と平成 24 年
度分の概算保険料の申告・納付手続きを
７月10日㈫までに行ってください。
徳島労働局 労働保険徴収室
（☎ 088 － 652 － 9143）へ

徳島スマートドライバー
セーフティラリー 2012

暮らし
生活
金融
保健

仕事
労働

法律

多くの県民の皆さんがチームで参加し、４
カ月間の無事故・無違反に挑戦することに
より、地域・職場・家族ぐるみで交通安
全意識を盛り上げ、交通ルールとマナーの
高揚を図り、交通事故防止をめざして実
施します。

子育て
介護

くらしの無料相談

真向法体操教室

労働相談・介護・子育て・税金など、暮ら
しの悩みや不安を専門のアドバイザーと連
携してお受けします。ひとりで悩まないで
一緒に解決の糸口を見つけよう !
日時 月～金曜日 10：00 ～ 17：00
※相談は事前の予約が必要です。
徳島南部ライフサポートセンター
（☎ 24 － 9501）へ

健康は正しい姿勢からと言われています。
真向法（まっこうほう）は四つの動作で足腰を
柔軟にし、腰痛を予防し、正しい姿勢を
作る健康体操です。あなたも始めません
か！
日時 毎週土曜日 9：30 ～ 11：00
場所 富岡老人憩いの家
阿南真向会憩教室 西田
（☎ 090 － 6289 － 3031）へ

申込期間 ７月13日㈮～８月31日㈮
ラリー期間 ９月１日㈯～ 12月31日㈪
申込方法 徳島県在住または通学・勤務
先が、チーム（５～９人）を組み、参加申込
書と参加料１人 630円を添えて、各警察
署内の交通安全協会へお申し込みくださ
い。なお、参加料と同等の景品をお渡し
します。
徳島スマートドライバーセーフティ
事務局（☎ 088 － 622 － 3510）へ

富士山・青少年国際交流キャンプ
期間 ８月１日㈬～５日㈰（４泊５日）
場所 山梨県本栖湖青少年スポーツセンター
対象 小学３年生～中学３年生
内容 富士登山、テント設営＆生活体験
費用 小学 84,000円・中学 110,000円
申込締切日 ７月６日㈮
㈶国際青少年研修協会
（☎ 03 － 6459 － 4661）へ

阿南高専公開講座
●夏休み中学生エイゴ読書教室
日時 8月16日㈭・17日㈮
9：00 ～ 10：30
場所 阿南高専セミナー室
対象 中学生
参加費 無料
定員 15 人（申込順）
申込期間 7月13日㈮～ 23日㈪の平日
●ザリガニロボットを作って遊ぼう
日時 ８月11日㈯ 10：00 ～ 16：00
場所 阿南高専物理実験室
対象 小学４～６年生（保護者同伴）
定員 10 人（申込順）
参加費 無料（傷害保険料必要）
申込期間 7月13日㈮～ 23日㈪ の平日
阿南工業高等専門学校総務課企画係
（☎ 23 － 7215）へ

広報

あなん 2012.07

26

