市民の情報ひろば

市民の情報ひろばへの掲載について

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

掲載を希望される方は、原稿と画像データを秘書広報課に電子メールでお送りください。11月号の締め切りは９月30日㈪です。
メールアドレス hisho@city.anan.tokushima.jp

阿南高専創立50周年
記念事業

「記念講演会」

阿波南部シェアリングネイチャー
自然とあそぼう月例会（9～10月）

▼

▼

９月８日㈰ 10:00～12:00／河
日程
原であそぼう（阿南市持井橋下の河原：緑
のネイチャーゲームの旗が目印）
10月13日㈰ 10:00～12:00／森と友
達（才見町東部自然公園）
対象 小学生以上（幼児は保護者同伴）
参加費 100円
※運動できる服装で、帽子と水筒を持参し
てください。
問 阿波南部シェアリングネイチャーの会
事務局 松田（☎080－5665－1567）へ

平成25年度
「母と子の自然教室 in 淡路」
参加者募集
日程
場所
対象

10月12日㈯、13日㈰（１泊２日)
国立淡路青少年交流の家周辺
ひとり親家庭の親子
（３歳以上中学生以下）
定員 20組（応募者多数の場合は抽選）
参加費 大人4,000円、子ども3,500円
（宿泊、保険、雑費含む）
申込方法 ９月26日㈭までに電話にて。
問（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
（☎088－654－7418・7414）へ

新野高校文化祭

一般公開

日時 ９月29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で配布し
ます。
問 新野高等学校（新高祭運営委員会）
（☎36－3215）へ

県総合防災訓練の実施
県南部一円を会場として県総合防災訓練を
実施します。見学無料です。ぜひご来場く
ださい。
なお、当日は訓練のため、ヘリコプターの
飛行および日和佐道路の通行止めを行いま
すので、ご協力ください。
日時 ９月１日㈰ 13:00～16:30
場所 旧県立水産高校（海部郡美波町）
通行止め 日和佐道路 13:00 ～ 14:00
※ 迂回路をご利用ください。
問 県南海地震防災課
（☎088－621－2716）へ
う かい ろ

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。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。
終戦後、外地から引き揚げてこられた方
で、上陸港の税関・海軍局に預けられた通
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
問 小松島みなと合同庁舎内
小松島税関支署
（☎0885－32－0326）へ

四国の右下ロードライド2013
サイクリングで県南を巡って楽しむイベン
トが開催されます。イベント当日は、参加
車両が多数走行しますのでご注意ください。
沿道の皆さまのご声援をよろしくお願いし
ます。
日時 ９月８日㈰ 7:30～17:30
開催地 阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、
海陽町
通過予想時刻（阿南市内）
まぜのおかオートキャンプ場（スタート）
→ 国道55号 福 井 町（10:00～12:40） →
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
問「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
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日時 ９月28日㈯ 14:30～15:30
場所 市民会館 大ホール
対象 小学生以上
演題 「はやぶさ」が挑んだ人類初の往復
の宇宙飛行、その 7 年間の歩み
講師 ＪＡＸＡ「はやぶさ」元プロジェク
トマネージャー 川口淳一郎教授
※入場無料
問 阿南工業高等専門学校総務課
（☎23－7104）へ

アイデア対決・全国高等専門学校
ロボットコンテスト2013四国地区大会
観覧申込みの受付
アイデア対決・全国高等専門学校ロボット
コンテスト 2013四国地区大会が、阿南工
業高等専門学校で開催されます。四国５高
専６キャンパスのバラエティあふれるロボ
ットたちが熱い戦いを繰り広げます。皆さ
まの観覧申込みを受け付けます。
日時 11月３日㈷ 12:30～16:00（予定）
場所 阿南工業高等専門学校 第一体育館
※申込方法など、くわしくは阿南高専ホー
ムページをご覧ください。
http://www01.anan-nct.ac.jp/
問 阿南工業高等専門学校学生課学生係
（☎23－7130）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時 ９月14日㈯ 9:00～12:00
場所 ひまわり会館
内容 遺言の書き方、相続の手続き、成年
後見制度や後見人をたてることなどに関す
る相談
問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
（☎088－626－2083）
土・日曜日は地域会員 花野
（☎090－3787－0305）へ

知っていますか？建退共制度

高齢・障害・求職者雇用支援機構
職業訓練生の募集

事業主の方が、労働者の働いた日数に応じ
て掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、
その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 建設業の現場で働く方
掛金 日額310円
問 建退共徳島県支部
（☎088－622－3113）へ

募集訓練科 住環境計画科
訓練期間 11月１日㈮～平成26年４月
28日㈪
対象 公共職業安定所に求職の申込みをし
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 ９月２日㈪～10月７日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

徳島マンドリンクラブ ルスティコ
第９回定期演奏会
日時 10月５日㈯ 18:30～（18:00開場）
場所 コスモホール（情報文化センター）
演奏内容 ローラ序曲（ラヴィトラーノ）、
叙景的幻想曲「山国の婚礼」（フィリッパ）、
愛燦燦（美空ひばり）、
THE SOUND OF MUSIC メドレー、
ノスタルジー（シルヴェストリ）、
シンフォニア・パルナソス（藤掛廣幸）ほか
※入場無料・整理券不要
問 徳島マンドリンクラブ 柴田
（☎090－9556－6444）へ

ジャズ＆フラ
夢のダンスコンサート
～パート６～

阿南中学校箏曲部定期演奏会

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15日㈰ 13:00～（12:30開場）
場所 夢ホール（文化会館） ※入場無料
問 浦田晴子（☎090－2780－2536）へ

光のまちステーションプラザ
９月の催し
■展示コーナー

10:00～20:00

※初日は12:00から、最終日は15:00まで。
○ちぎり絵
3日㈫～23日㈷
○書道展
25日㈬～10月6日㈰
■体験コーナー
○ＬＥＤの工作教室
ＬＥＤを使って自分だけのすてきな
オブジェを作ってみませんか。
日時 ８日㈰ 10：00～12：00
13：00～15：00
参加費 500円 定員 各10人
申込締切日 ５日㈭

徳島航空基地公開
開隊55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28日㈯ 9:00～15:00
場所 海上自衛隊徳島航空基地
内容 編隊飛行、飛行展示、航空機地上展
示、シミュレーター体験飛行など
問 海上自衛隊徳島教育航空群司令部
広報室（☎088－699－5111）へ

阿波踊り活竹人形作り・星形あんどん作り開催中！
問い合わせは 阿南光のまちステーション
プラザ（☎24－3141）へ

自
募集種目

自 衛 官 候 補 生

受験資格

18歳以上
27歳未満の方

衛

官

受付締切日

９月６日

試

募
験

さわやかな箏の音色をお楽しみください。
日時 ９月１日㈰ 13:30〜
場所 夢ホール（文化会館）
曲目 「二面の箏と十七絃のための三つの
エスキス」、
「祭花 糸遊一番」ほか
※入場無料
問 阿南中学校（☎22－0539）へ

友遊くらぶ主催講演会
「しょうがいを100倍も楽しんで生きる」
障がいがありながらパワフルに生きる講師
の元気が出る目からうろこの講演会を
障がい者グループが企画しました。
日時 10月５日㈯ 10:00～12:00
場所 ひまわり会館 2 階 ふれあいホール
対象 どなたでも参加できます。
※入場無料・手話通訳付き
問 上原（☎090－2825－2692）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12日㈭、26日㈭ 13:00～17:00
場所 文化会館１階 工芸室
問 とくしま地域若者サポートステーション
（☎088－602－0553）へ

集
日

９月16日（男子）
９月26日（女子）

待

遇

所要の教育を経て、３カ月後に２等陸・
海・空士に任用
陸上（技術系除く）は１年９カ月、
海上・
航空は２年９カ月を１任期として任用
（以降２年を１任期）

防衛大学校 一般 高卒（見込含）
９月30日
学
生 （前期） 21歳未満の方

１次試験
２次試験

11月９・10日
12月10〜14日

修学年限４年
卒業後１年で３等陸・海・空尉

防衛医科大学校
医 学 科 学 生

高卒（見込含）
９月30日
21歳未満の方

１次試験
２次試験

11月２・３日
12月18〜20日

修学年限６年
医師免許取得後２等陸・海・空尉

防衛医科大学校
看 護 学 科 学 生

高卒（見込含）
９月30日
21歳未満の方

１次試験
２次試験

10月19日
11月30日・12月１日

修学年限４年
国家試験合格後３等陸・海・空尉

問い合わせは

自衛隊阿南地域事務所（☎22－6981）へ
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