市民の情報ひろば

広報あなん 10 月号への掲載

原稿に写真等を添えて８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。

若者の就労相談会（予約制）

８月は電気使用安全月間です

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 ８月16日㈭ 13：00 ～ 17：00
場所 文化会館１階 工芸室
とくしま地域若者サポートステーション
（☎088－602－0553）へ

夏に大活躍なのがエアコンです。設定温
度は28℃が省エネの目安で、扇風機を併
用するとさらに効果的です。
エアコンのフィ
ルターは２週間に一度は掃除しましょう。
また、室外機に直射日光が当たらないよ
うにすると冷房効果が上がり、余計な電
力消費をしなくて済みます。
四国電気保安協会徳島支部
徳島南事業所（☎22－8177）へ

交通エコライフキャンペーン

阿南中学校定期演奏会（無料）

地域の公共交通について、親しみ、考え
ていただくためのイベントです。
日時 ８月26日㈰ 10：00 ～ 15：00
場所 徳島こども交通公園

場所 夢ホール（文化会館）
筝曲部定期演奏会
日時 ８月26日㈰ 13：30開演
曲目 「三つのフェスタルバラード」

内容

吹奏楽部定期演奏会
日時 ９月２日㈰ 13：30開演
曲目 「平清盛テーマ曲」

（徳島市南内町１丁目４）

ボンネットバス体験 乗車、アンパ
ンマンバスで撮影会、バスの車体
にお絵かき体験など
県交通戦略課
（☎088－621－2686）へ

「つち人形」ほか

「坂本九メドレー」ほか

阿南中学校（☎22−0539）へ

球場へ行こう！（８月の日程）
ＪＡアグリあなんスタジアム
たちばな海遊祭り
日時 ８月５日㈰ 10：00 ～ 14：00
場所 中浦緑地公園（橘町）
内容 ステージイベント、ぴちぴちつかみ
取り、1,000人ビンゴ、橘湾クルーズ（湾
内を約１時間周遊、大人1,000円、子ども
500円）、模擬店など
たちばな海遊祭り実行委員会
森本（☎090－3185－2850）へ

○マスターズ甲子園徳島大会
４日㈯、12日㈰、18日㈯、19日㈰は
8：30 ～、25日㈯は18：30 ～
○阿南那賀高校新人交流戦
２日㈭・３日㈮の8：30 ～
○大阪市立大学 夏季合宿
５日㈰～ 11日㈯
○四国アイランドリーグプラス
４日㈯ 18：00 ～ 徳島VS 愛媛
野球のまち推進課（☎22－1297）へ

横坂 源・
今西泰彦
デュオリサイタル
ドイツを中心に国内
外で活躍中の若手演
奏家によるデュオリ
サイタルです。
日時 ８月23日㈭ 19：00開演
場所 夢ホール（文化会館）
入場料 3,000円（当日3,500円）
プログラム ベートーヴェン／メンデルス
ゾーン／バッハ／シューマン
チケット 夢ホール、音楽喫茶みき、アー
トレコード、黒崎楽器阿南店・本店など
デュオリサイタル実行委員会 久米
（☎090－4786－6922）へ

アクアスロン大会2012
日時 ８月26日㈰ 8：30 ～ 14：30
場所 ＪＡバンク蔵本公園
対象 小学3 ～ 6年生 定員 150人
コース 水泳100ｍ・ランニング2 ～ 2.5㎞
費用 4,000円（保険料を含む）
募集期間 8月20日㈪まで
申込方法 ホームページで受付
http://aquathlon.c4sa.jp/
とくしま子どもアクアスロン実行委員会
三枝（☎090－1173－7107）へ

阿南高専公開講座
①ＡＣＣＥＳＳ使って顧客や商品を管理
しよう！－仕事効率ＵＰ間違いなし！－
日時 ９月３日㈪～７日㈮
18：00 ～ 20：00（計5回）
場所 阿南高専電算第1演習室
対象 中学生以上、一般
定員 15人
費用 3,200円（テキスト代含む）
②折り紙博士の折り紙講座
日時 ９月９日㈰ 10：00 ～ 16：00
場所 阿南高専視聴覚教室
対象 中学生以上、一般
定員 30人
費用 2,700円（材料費含む）
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申込期間

①、② ８月１日㈬～９日㈭の平日
③～⑥ ８月10日㈮～ 23日㈭の平日

（13日㈪～ 15日㈬を除く）

③レーザでオリジナルネームプレートを
作ろう！
日時 ９月16日㈰ 8：30 ～ 12：30
場所 阿南高専実験実習工場
対象 小学５・６年、中学生
定員 ６人
費用 無料（傷害保険料必要）
④家庭内ネットワーク入門

－ワイヤレスネットワーク－

日時
場所
対象
定員
費用

9月22日㈯ 13：00 ～ 17：00
阿南高専電算第1演習室
一般
10人
5,400円

豪華２本立て上映会
子どもたちの知っている絵本を感動のアニ
メ化。絵本の原画展を開催。
日時 ８月５日㈰ ①10：30～ ②14：00～
※13：50 〜 原作者の舞台あいさつ
16：00 〜 原作者と話し合う会
場所 夢ホール（文化会館）
内容 「しらんぷり」
「おまえうまそうだな」
入場料 チラシ割引・会員 800円
当日一般 1,000円
あなんで映画をみよう会事務局
（☎090－2788－5465）へ

申込み・問い合わせは
阿南工業高等専門学校総務課企画係
（☎23－7215）へ
⑤レーザでオリジナル時計を作ろう！
日時 10月7日㈰ 9：30 ～ 15：30
場所 阿南高専実験実習工場
対象 小学５・６年生、中学生
定員 ６人
費用 無料（傷害保険料必要）
⑥メロディ付オリジナル電子オルガンを
作ろう！
日時 11月23日㈷ 9：00 ～ 12：00
場所 阿南高専実験実習工場
対象 小学５・６年、中学生
定員 10人
費用 無料（傷害保険料必要）

複式簿記実務講座受講者募集
硬式テニス初心者講習会
対象 高校生以上の初心者、初級者
定員 20人程度
日時 ９月１日～ 10月６日の毎週土曜日
19：00 ～ 21：00
場所 南部健康運動公園テニスコート
費用 4,000円（6回分・保険料含む）
申込方法 ８月25日㈯までに電話または
氏名、住所、生年月日、電話番号を明記
のうえメールでお申し込みください。
初心者講習会責任者 横手
（☎090－4783－9939）へ
e-mail anan.tennis@gmail.com

阿南テクノスクール訓練生募集
募集訓練科 ＩＴ技能科２
内容 パソコンの基礎知識、ワード、
エクセル、パワーポイントなど
定員 15人
期間 ９月24日㈪～ 12月21日㈮
9：00 ～ 16：00（土・日・祝日除く）
場所 四国進学会 阿南校
受講料 無料
（テキスト代として約8,000円は自己負担）

申込期間 8月1日㈬～ 31日㈮
申込方法 居住地を所管する公共職業安
定所へ
阿南公共職業安定所（☎22－2016）・
阿南テクノスクール（☎26－0250）へ

高齢・障害・求職者
雇用支援機構職業訓練生募集
募集訓練科 溶接加工科
訓練期間 ９月３日㈪～２月28日㈭
対象 公共職業安定所に求職の申し込
みをしている方等。
※選考があります。
※受講料は無料、テキスト代等は必要。
徳島職業能力開発促進センター
（☎088－654－5102）へ

日時

９月５日～ 12月19日の毎週水曜日
４カ月間 18：30 ～ 20：30
※10月31日㈬は休講
場所 阿南商工会議所 研修室
講師 松宮文雄税理士
対象 初めて簿記を学ぶ方、多少簿記の
知識がある方
定員 30人（先着順）
受講料 毎月3,000円（申込金10,000円）
申込期間 8 月 17 日㈮まで
阿南商工会議所（☎22－2301）へ

光のまちステーションプラザ
８月の催し
■展示コーナー
10：00 ～ 20：00
プリ・フラ作品展 21日㈫～９月２日㈰
※初日と最終日は開催時間が異なります。

■体験会
粘土でかわいいチューリップとテディベア作り
４日㈯ 13：00 ～ 15：00
【参加費】300円
【定員】20人
【申込締切日】３日㈮
楽しくプリ・フラレッスン
25日㈯ 13：00 ～ 15：00
【参加費】2,000円 【定員】10人
【申込締切日】21日㈫
【持ってくる物】ハサミ
阿波踊り活竹人形作り、
星形あんどん作りを常時開催中！
光のまちステーションプラザ
（☎24－3141）へ

ご存知ですか？「建退共制度」
事業主が労働者の働いた日数に応じて掛
金となる証紙を共済手帳に貼り、労働者
が建設業界で働くことをやめたときに建退
共から退職金を支払う制度です。
加入できる事業主 建設業を営む方
対象となる労働者 建設業現場で働く方
掛金 日額310円
建退共徳島県支部
（☎088－622－3113）へ
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