市民の情報ひろば
海の緊急情報
配信サービス開始
津 波その他の気 象や
海 象の警 報・注 意 報
について、気象庁から発表があったとき、
海上保 安 庁が、あなたの携帯電話等に
「海の緊急情報」として、その情報を緊急
配信（メール）します。あなたの大切な命を
自分で守るために当サービスを活用してく
ださい。
ホームページアドレス
http://www7.kaiho.mlit.go.jp/
micsmail/reg/touroku.html
徳島海上保安部交通課
（☎0885－32－0431）へ

広報あなん 11 月号への掲載

原稿に写真等を添えて９月28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。

平成24年度

「母と子の自然
教室」in 淡路
参加者募集

終戦当時の引揚者の方々へ
税関では、お預かりしている次の通貨・証
券などをお返ししています。
●終戦後、外地から引き揚げてこられた
方で、上陸港の税関・海運局に預けられた
通貨・証券など
●外地の集結地において、領事館などに
預けられた証券などのうち、日本に送還さ
れたもの
お心当たりの方は、最寄りの税関へお問
い合わせください。
小松島税関支署
（☎0885－32－0326）へ

ジャズ＆フラダンスコンサート
フレンズ
（ジャズダンスクラブ）とハーラウ・
ナニ・アイカネアナン（フラ）、シーズ（知的
障害者更生施設）によるダンスの発表会
を開催します。存分にお楽しみください。
日時 ９月30日㈰
13：30開演（13：00開場）
場所 富岡公民館２階 ホール
※入場無料です。
浦田（☎090－2780－2536）へ

新野高校文化祭

一般公開

日時 ９月30日㈰ 10：00 ～ 14：00
場所 新野高等学校（新野町）
内容 模擬店、バザー、授業で作成した
生徒の作品等の展示
※先着250人の方に草花苗を無料
配布します。
新野高等学校（新高祭運営委員会）
（☎36－3215）へ

平成24年度『富西祭』一般公開
日時 ９月８日㈯ 10：00 ～ 15：00
内容 各種展示・催し物・バザー・ロック
コンサートなど
※来校の際は、受付で記名等をしてくださ
い。中学生・高校生は制服を着用してくだ
さい。校内の駐輪場・駐車場をご利用くだ
さい。
富岡西高等学校（☎22－0041）へ

日程 11月３日㈯・４日㈰（１泊２日）
場所 国立淡路青少年交流の家周辺
対象 母子家庭の母と子（３歳以上中学
生以下）
定員 20組（応募多数の場合は抽選）
参加費 大人4,000円、子ども3,500円
（宿泊、保険、雑費含む）
申込締切日 10月12日㈮
（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
（☎088－654－7418・7414）へ

阿南高専公開講座
北朝鮮における「人道に対する罪」を止める国際ＮＧＯ連合
http://hrw.asablo.jp/blog/2011/09/24/6109212

高齢・障害・求職者
雇用支援機構職業訓練生募集
サイクリングイベントの
走行車両にご注意ください
県南を舞台にサイクリングイベント「四国
の右下ロードライド2012」が、次の日程
で開催されます。大会当日は、大会参加
車両が多数走行しますのでご注意くださ
い。なお、沿道の皆さまの温かいご声援
をお願いします。
日時 ９月23日㈰ 7：30 ～ 17：30
コース概要及び通過予想時刻（阿南市内）
まぜのおかオートキャンプ場→国道55号
福井町（10：00 ～ 12：50）→県道24号線
新 野 町→ 桑 野 交 差 点（10：20 ～ 13：10）
→国道195号を那賀町方面へ
「四国の右下」ロードライドイベント実行
委員会事務局（☎ 0884 －74 －7356）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 ９月22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
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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

10月１日㈪～平成25年３月29日㈮

対象者 公共職業安定所に求職の申し込み
をしている方など（選考があります）

受講料 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

身近な総合薬草展
日頃は気にもとめない草木が意外と健康
によい効果をもたらすものが薬草薬木で
す。ぜひ一度お越しください。
日時 ９月８日㈯ 9：30 ～ 17：00
９日㈰ 9：30 ～ 16：00
場所 道の駅公方の郷なかがわ
内容 薬草の展示、販売、無料配布、
薬草栽培に関する相談
徳島県薬草協会阿南支部 松下
（☎28－1420）へ

阿南テクノスクール訓練生募集
募集訓練科 塗装技術科、自動車整備科
対象者 中学校卒業者（ただし平成25年
３月新規中学校卒業見込者を除く。）もし
くは、これと同等以上の学力を有すると
認められる方（※自動車整備科は高卒以
上対象訓練科となります。）
定員 塗装技術科：10人程度
自動車整備科：20人
訓練期間 塗装技術科：１年
自動車整備科：２年
申込期間 ９月３日㈪～ 10月10日㈬
選考日 10月30日㈫ 10：00 ～
選考場所 阿南テクノスクール
選考方法 筆記試験（国語・数学各40分
間）および面接
申込先 阿南テクノスクールまたは公共職
業安定所
阿南テクノスクール（☎26－0250）へ

徳島航空基地
公開のお知らせ
開隊54周年記念行事
に合わせて基地公開
します。皆さまのご来場をお待ちしています。
日時 ９月29日㈯ 9：00 ～ 15：00
場所 海上自衛隊徳島航空基地
内容 航空機・戦車地上展示、陸自車両
体験乗車、シミュレーター体験飛行など
駐車場 松茂工業団地内特設駐車場（無
料）をご利用ください。無料のシャトルバ
スを運行します。
海上自衛隊徳島教育航空群司令部
広報室（☎088－699－5111）へ

中国語講座受講生募集
講座日

10月12日㈮～ 12月21日㈮の
毎週金曜日 9：30 ～ 11：30
※祝日は除く（全10回）
場所 ひまわり会館
定員 20人
講師 佐藤有美さん（徳島県立総合大学
校本部「中国語講座」講師）
受講料 無料（ただし、テキスト『改訂増
補「必ず話せる中国語入門」主婦の友社』
は各自で購入）
申込締切日 ９月21日㈮
申込方法 住所・氏名・電話等を明記の
うえ、ファクシミリまたは電話でお申し込
みください。
県南部総合県民局企画振興部（美波）
（☎0884－74－7420・FAX0884－74－
7337）へ

国際ＮＧＯが取り組む北朝鮮
人権問題！ 事実調査委員会
（国連）の設置をめざして
日時 ９月16日㈰ 13：30 ～ 15：30
場所 那賀川図書館 研修室
講師 川添友幸さん（ＩＣＮＫ日本チーム
救う会神奈川代表）
内容 ＳＴＯＰ！北朝鮮の人道犯罪・日本
政府に政治判断を求める
※参加費無料。手話通訳もあります。
ＨＲネットワーク徳島 丸山
（☎090－5141－1995）へ

「全国一斉！法務局休日相談所
（徳島地方法務局）」を開設
より多くの県民の皆さまに親しみを持って
法務局を利用していただくために、無料相
談所を開設します。
日時 ９月23日㈰ 10：00 ～ 15：00
場所 徳島地方法務局 阿南支局
内容 登記、供託、戸籍、人権の相談
相談者 法務局職員、土地家屋調査士、
人権擁護委員
徳島地方法務局総務課
（☎088－622－4318）へ

宝田花火大会
花火のほかにも阿波踊りなども企画してい
ます。
日時 ９月８日㈯ 14：00 ～ 21：00
（花火は20：00 ～ 20：30）
場所 宝田公民館駐車場ほか
※駐車場は宝田小学校です。
宝田青年会 武市
（☎090－4506－6210）へ

●タグラグビー体験
日時 10月13日・27日・11月10日・24日
の土曜日
場所 Ｗａンダーランド芝生広場
対象 小・中学生
定員 15人
受講料 無料（傷害保険料必要）
申込期間 ９月３日㈪～ 10日㈪の平日
阿南工業高等専門学校総務課企画係
（☎23－7215）へ

日商簿記３級講習
日時

10月１日㈪～ 11月５日㈪の月・水・
木の10：00 ～ 16：00（15日間）
場所 徳島県立総合福祉センター２階
203会議室
対象 母子家庭の母等であって、就業と
自立に意欲のある方
受講料 無料（テキスト代3,300円は自己
負担）
定員 20人
申込締切日 9月24日㈪
（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
（☎088－654－7418 ・7414）へ

若者の就労相談会（予約制）
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 ９月20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
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