
健康いきいき情報

広報あなん６月号への掲載は
４月30日㈫までにお届けください。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。

【４月の休館日】
１日㈪、８日㈪、15日㈪

22日㈪、30日㈫

かもだ岬温泉保養センター

 かもだ岬温泉保養センター 
　 （☎21－3030）へ
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羽ノ浦町
岩脇公園
桜まつり 

日時　4月7日㈰　
　　　9：30～
場所　羽ノ浦桜づつみ公園
内容　 岩脇小学校金管バンド演奏・羽ノ

浦町どんど鼓・阿波踊り・津軽三
味線演奏・お琴の演奏・野立・地
元有志のフラダンス・手品・貸し
ボート遊覧ほか

ライトアップ　4月14日㈰まで
 羽ノ浦町岩脇公園桜まつり保存会

　 亥本（☎44－2632）へ

平成25年度
ＪＩＣＡ
ボランティア
募集
募集　①青年海外協力隊
　　　②シニア海外ボランティア
応募資格　5月13日現在で、①満20～39
歳　②満40～69歳　※日本国籍を持つ方
申込締切日　5月13日㈪（消印有効）
応募書類設置場所　
徳島県国際交流協会、阿南市役所、
JICA 四国（高松市）
シネマ＆体験談＆説明会
▶4月 7日㈰14：00～　脇町劇場
▶4月14日㈰14：00～　アスティ徳島

 ＪＩＣＡ四国（☎087－821－8824）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　4月13日㈯　9：00～12：00
場所　ひまわり会館
内容　成年後見制度や後見人をたてるこ
　　　となどに関する相談

 徳島県行政書士会
　 （☎088－626－2083）
　土・日曜日は地域会員　花野
　 （☎090－3787－0305）へ

合気道教室練習生募集 
合気道を学びながら日本武道の礼儀や心
を養ってみませんか。子どもたちの強く、
優しく、たくましい心と身体の育成を願っ
て教室を開いています。
対象　5歳～15歳
稽古　毎週金曜日　19：00～20：00
場所　武道館（大潟町）
受講料　月額2,000円
※別途、入会金2,000円が必要です。

 合気道敷島塾阿南道場　川越
　 （☎49－4077）へ

阿南光のまちステーションプラザ
〈４月の催し〉

■展示コーナー　10：00～20：00
※初日は12時～、最終日は10時～15時
○パッチワークキルト
　２日㈫～14日㈰　
○鉛筆画
　16日㈫～28日㈰
■体験コーナー
○エコバック・エココサージュ作り体験
　13日㈯　13：00～15：00
　【定員】10人　【申込締切日】11日㈭　
　【持参物】 ハサミ、スティックのり、千枚

通し、ボンド等
○和まかろんすとらっぷ作り
　27日㈯　13：30～15：30
　【参加費】500円　【定員】10人　
　【申込締切日】25日㈭　
　【持参物】裁縫道具（持っている方のみ）

　　　　阿波踊り活竹人形作り、　 　　   
　　星形あんどん作り常時開催中！　　  

  阿南光のまちステーションプラザ 
（☎24－3141）へ

南部地域政策総合会議委員募集
県南部圏域（阿南市、那賀郡および海部
郡）の皆さまのご意見を県の施策に反映
させるための委員を募集します。
応募資格　県南部圏域内に居住する満
20歳（4月1日現在）以上の方で、年数回
程度開催される会議に出席できる方。（※
国会議員・地方公共団体の議会議員、常
勤の国家公務員・地方公務員を除く）
募集人員　3人程度
任期　平成25年5月17日から２年間
募集期間　4月22日㈪まで（消印有効）
応募方法　応募用紙（様式自由）に住所・
氏名・生年月日、年齢、性別、電話番号、
メールアドレス、職業、応募の動機、主
な経歴等を明記し、「徳島県南部圏域の
振興のために私ができること」をテーマに
した作文（800字程度）を添えて郵送、
電子メール、ファクシミリでお送りいただ
くか、持参してください。

 徳島県南部総合県民局　企画振興部
　 政策企画担当（☎0884－74－7330・
　 FAX0884－74－7337）へ
E-mail:nanbu_k_m@pref.tokushima.lg.jp

在住外国人のための日本語教室 
日時　4月7日～9月15日の毎週日曜日　
　　　10：00～12：00
場所　富岡公民館　講師　三好晴子さん
参加費　1,000円（半年20回分）
教材　「みんなの日本語１」
　　　「みんなの日本語２」各2,625円
申込方法　申込用紙（公共施設に備え付
け）に必要事項を記入のうえ、当日お持
ちいただくか、電話または電子メールでお
申し込みください。
※ 語学教室（英語・スペイン語・中国語）

も開催しています。
 阿南市国際交流協会　事務局

　 （☎44－6652）へ
E-mail:himawari_aia_2012@yahoo.co.jp

真
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体操で真
まこと

の健康に！

【阿南真向会富岡教室】
日時　毎月第2火曜日 9：30～10：30
 18：00～19：00
　　　毎月第2水曜日 19：00～20：00
場所　富岡公民館

 石澤（☎23－3310）へ
【阿南真向会見能林教室】
日時　毎月第3火曜日 18：00～19：00
場所　見能林公民館

 杉本（☎22－5140）へ
【阿南真向会憩教室】
日時　毎週土曜日 9：30～11：00
場所　富岡老人憩いの家

 西田（☎090－6289－3031）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　4月11日㈭ 、25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

第24回
那賀川流域センチュリーラン
羽ノ浦大会参加者募集 
自転車競技に参加しませんか。
日時　5月19日㈰　9：10スタート
　　　（受付 8：00～）※少雨決行
コース　▶Ａコース113km
　　　　▶Ｂコース 46km
参加資格　Ａコースは6時間以内、Ｂコー
スは3時間以内で完走できる方。（未成年
者は保護者の承認が必要です。）
定員　500人（申込順）
参加料　 ▶大人4,000円   

▶中・高校生3,000円 
（参加記念品・保険料・完走証・軽食等含む）

申込締切日　4月20日㈯
※ 申込方法等はお問い合わせください。

 那賀川流域センチュリーラン実行委員
　 会　福住（☎44－2153）へ

平成25年度
徳島県母子家庭等就業・
自立支援センター
就業支援講習会 
受講対象者　母子家庭の母、父子家庭
の父および寡婦であって、就業と自立に
意欲のある方
科目　パソコン講習（昼間）ワード検定
日時　 5月13日㈪～6月7日㈮（期間中の

月・水・金12日間）10：00～16：00
場所　徳島県立総合福祉センターほか
受講料　無料（テキスト代等は必要）
申込方法　所定の申込書に必要事項を記
入し、印鑑持参のうえ、本人がお申し込
みください。
申込締切日　5月2日㈭

 （公財）徳島県母子寡婦福祉連合会　
　 仁木（☎088－654－7418）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・訓練期間
▶住環境計画科：5月7日㈫～10月31日㈭
▶ 溶接加工科（デュアル）：5月7日㈫～11

月28日㈭
対象　公共職業安定所に求職の申し込み
　　　をしている方など（選考あり）
受講料　無料（テキスト代等は必要）
募集期間　4月8日㈪まで

 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ

 献血にご協力ください （４月）

※400ml献血のみの実施です。
 徳島県赤十字血液センター

　 （☎088－631－3200）へ

実施日 採血場所 所在地 採血時間

11日㈭ フ ジ グ ラ ン 阿 南 領 家 町
10：00～12：30

14：00～16：30

16日㈫ 日本電工㈱徳島工場 橘 町 13：30～16：00

阿波踊り体操
ビデオ貸し出し・出前教室
  ビデオ等の貸し出し（無料）
貸出期間　原則1週間
貸出場所　 保健センター、住民センター、

那賀川支所、羽ノ浦公民館
貸出物　 阿波踊り体操のビデオ・ＣＤ・

ＤＶＤ
  阿波踊り体操の出前教室
阿波踊り体操指導員が、あなたのまちまで
教えに行きます。
体操をする場所をご用意いただければ、
時間や内容は、要望に合わせて指導させ
ていただきます。
現在、体操の種類が８バージョンあるた
め、幼児から高齢者まで幅広い年齢の方
に対応しています。会議の気分転換・会
合のレクリエーション、また、日ごろの運動
不足解消としてご利用ください。

 保健センター（☎22－1590）へ

成人用肺炎球菌ワクチン
接種費用の一部を助成
成人用肺炎球菌ワクチン接種費用の一部
を助成します。希望される方は、事前に申
請してください。接種は任意です。

対象　阿南市に住所を有する満75歳以上
の方（接種日時点）で、過去5年以内に同
ワクチンの接種を受けていない方
期間　4月1日～平成26年3月31日
助成額　2,000円（生活保護受給者の方
は7,500円）
※ 各医療機関の定める接種費用から、助

成額を差し引いた額を医療機関にお支
払いください。

申請方法　保健センターまたは支所・住
民センターに備え付けの申請用紙に必要
事項を記入のうえ、申請してください。生
活保護受給者の方は、申請時に生活保護
受給者証を提示してください。
接種場所　市内の指定医療機関（要予約）
※ 指定医療機関については、保健センター

またはかかりつけ医にお問い合わせく
ださい。

※ 市外の医療機関で接種した場合は対象
となりませんのでご注意ください。

 保健センター（☎22－1590）へ

平成25年度
国家公務員採用試験（４月受付分）

 人事院四国事務局第二課試験係
　 （☎087－831－4765）へ

試験名 受付期間 第１次
試験日

 ▼院卒者試験、大卒程度試験

総合職
院卒者 インターネット

１日㈪～8日㈪ 4/28㈰
大卒程度

一般職（大卒程度） インターネット
９日㈫～18日㈭ 6/16㈰

専
門
職

航空管制官

インターネット
１日㈪～11日㈭
郵送または持参
1日㈪・2日㈫

6/9㈰

法務省専門職員
（人間科学）
国税専門官
労働基準監督官
財務専門官
皇宮護衛官
（大卒程度試験）
食品衛生監視員

 ▼高卒者試験等

海上保安学校学生（特別）
インターネット
１日㈪～8日㈪
郵送または持参
１日㈪～5日㈮

5/19㈰


