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。５月号の締め切りは３月31日㈪です。
メールアドレス hisho@city.anan.tokushima.jp

▼

徳島駐屯地の隊員、装備のほか、第14旅
れい か
団隷下部隊による戦車、大砲、ヘリコプタ
ーなどの装備品を展示します。
日時 ３月２日㈰ 9:00～14:00
場所 陸上自衛隊徳島駐屯地（那賀川町）
観閲式10:00～11:00 訓練展示
内容
等11:00～12:00 装備品展示12:30～
14:00 体験搭乗13:00～14:00
※雨天時は、行事を一部変更する場合があ
ります。
※駐車スペースに限りがあります。
問 陸上自衛隊徳島駐屯地 司令職務班
（☎42－0991 内線202・203）へ

消費税引き上げに伴う景気対策として、商
工団体・県・市町村が連携し、10,000円
で11,000円相当の買い物ができる阿波と
くしま・商品券を発行します。くわしくは、
商工会議所、各商工会までお問い合わせく
ださい。
発行期間 ４月１日㈫～７月末ごろ
使用期間 ４月１日㈫～８月末ごろ
販売価格 １セット10,000円
商品券の内訳 1,000円券╳11枚（全県
共通券５枚、地域限定券６枚）
販売場所 阿南商工会議所、那賀川町商工
会、羽ノ浦町商工会
取扱店舗 決定次第、商工会議所、各商工
会ホームページ等でお知らせします。
問 阿南商工会議所（☎22－2301）
那賀川町商工会（☎42－1772）
羽ノ浦町商工会（☎44－4858）へ

社会保険労務士による
労働問題に関する無料相談会
※写真は昨年度の作品です。

若者の就労相談会（予約制）

日時 ３月25日㈫ 18:30～（18:00開場）
場所 夢ホール（文化会館）
2014 年度吹奏楽コンクール課
内容
題曲 「八重の桜」メーンテーマ
富西メドレーなど
入場料 300円
問 富岡西高等学校（☎22－0041）へ
▼

高校生と一緒に遍路道の清掃活動をしませ
んか。雨天の場合は中止します。
日時 ３月18日㈫ 8:45～12:30
（8:30 までに新野高校に集合）
場所 新野町から福井町にぬける遍路道
持参物 飲み物、タオル
※運動のできる服装でお越しください。
問新野高等学校 土肥（☎36－3215）へ

富岡西高等学校吹奏楽部
第15回定期演奏会

▼

市内小中学校の児童、生徒の皆さんに応募
していただいた防災啓発ポスターおよび標
語のうち、優秀作品を展示します。
期間 ３月９日㈰～30日㈰
場所 ひまわり会館ロビー
展示作品 防災啓発ポスター120点
防災啓発標語の優秀作品12点
問 阿南南ロータリークラブ事務局
（ホテル龍宮内☎27－2027）へ

第22回 新野高校クリーン
ウオークラリー参加者募集

▼

防災啓発ポスター・標語の展示

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。予約等は必要ありません。
直接会場にお越しください。
日時 ３月８日㈯ 9:00～12:00
場所 ひまわり会館
相談内容 農地転用、建設業関係、開発許
可、自動車運送関係等行政に係
る許認可手続き・相続等
問 徳島県行政書士会 徳島南部支部
（☎42－3173）へ
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街歩き歴史再発見！
お散歩てくてくツアーｉｎ富岡
歴史のかおる富岡町の街の史跡をめぐりな
がら一緒にお散歩しませんか。
対象 阿南市在住で60歳以上の方
日時 ３月19日㈬ 9:30～11:00
集合 9:30（市役所前）
ルート 市役所前～牛岐城跡～商店街～常夜
灯～浄土寺～道標～市役所の約２㎞
定員 15人（先着順）
参加料 200円（保険料ほか）
持参物 飲み物、タオル
募集期間 ３月３日㈪～７日㈮
※傷害保険に加入していますが、保険適用
外の事故等は自己責任となります。
問 阿南市シルバー人材センター 片山
（☎23－2630）へ
受付時間 9:00～16:00

日時
場所
内容

３月９日㈰ 10:00～14:00
淡島学園（西路見町）
アトラクション
（阿南こども太鼓）
10:00 ～ 10:30 即売会（手芸品・
野 菜・ 果 物・ 練 り 物・ 干 物 な ど ）
（輪投げ）
10:30 ～ ゲームコーナー
10:30 ～ 抽選会 11:30 ～ 不用
品バザー 13:00 ～
※雨天決行
問 淡島学園（☎22－0379）へ

「接遇マナー講習会」受講者募集
福祉・家事援助サービスの心構えやマナー
等知識の習得と技能の向上を図ることを目
的とした講習会です。
日時 ３月13日㈭ 13:30～14:30
場所 市民会館２階 会議室
対象 阿南市在住で60歳以上の方
定員 15人（先着順）
受講料 無料
募集期間 ３月３日㈪～７日㈮
問 阿南市シルバー人材センター 片山
（☎23－2630）へ
受付時間 9:00～16:00

楽しい英会話教室
受講生募集
やさしい初歩の英会話を、みんなで楽しく
学習しませんか。見学も受け付けています。
日程 毎月第２・４火曜日
14:00～16:00
場所 ひまわり会館
受講料 無料（テキスト代、
諸経費は必要）
※くわしくはお問い合わせください。
問 楽しい英会話教室 松田
（☎090－8284－1743）へ

自衛隊幹部候補生を募集します

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 ３月６日㈭、27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

行政書士による無料相談会

労働関係における紛争やトラブル、労務管
理等について、労働・社会保険に関する法
律、人事・労務管理の専門家である社会保
険労務士が相談に応じます。
日時 ３月８日㈯ 9:30～12:00
場所 商工業振興センター
地域産業開発室
相談内容 労働関係における諸問題に関す
る相談
※予約等は不要ですが、予約をいただいた
方を優先する場合があります。
※くわしくはホームページをご覧ください。
http://txsr.at-ninja.jp/
問 高松社労士事務所（☎23－0108）へ

「野球観光ツアー」に全国各地から参加す
るチームの対戦相手となる「おもてなしチ
ーム」の登録選手を募集します。
参加資格 20歳以上で、市が主催する野
球観光ツアーの交流試合に選手として出場
できる方
準備物 ユニフォームおよび野球用具（現
在使用しているもので構いません）
参加費用 無料 ※歓迎交流会への参加は
会費 5,000円が必要です。
※傷害保険に加入します。
申込方法 申込書に必要事項を記入のうえ、
野球のまち阿南推進協議会事務局へお持ち
いただくかFAXでお申込みください。
申込締切日 ３月 31 日㈪
問 野球のまち阿南推進協議会事務局
（野球のまち推進課内☎ 22－1297・
FAX22－4785）へ

淡島祭

▼

徳島駐屯地開設２周年記念行事

▼

賢く学び、そして楽しむ会です。あなたの
入会をお待ちしています。
活動内容 市長との研修会および新年会
（１月）、消費者のつどい、１日研修旅行、
悪質商法などの勉強会、研修部会（調査研
究部・花と野菜教室・手芸教室・墨絵教室・
民踊教室・料理教室）
年会費 1,200円
問 阿南消費者協会（☎23－0194 ※毎
週金曜日 9:00～12:00）または田中（☎
090－9552－8080）へ

▼

▼

▼

日時 ３月29日㈯ 14:00～
場所 文化会館 視聴覚室
旭堂南湖 講談「円山応挙と花魁
内容
の幽霊」ほか 春野恵子 浪曲「阿波の踊
り子」、浪曲レクチャー
入場料（小学生以上） 前売り1,800円
当日2,200円
チケット販売場所 夢ホール市民協議会事
務所（文化会館内）、平惣書店（阿南セン
ター店・羽ノ浦国道店）
問 ＮＰＯ法人夢ホール市民協議会夢つくり
あなん（☎23－5599）へ

阿南消費者協会会員募集

▼

講談・浪曲 南湖＆恵子
温故知新 ～とことんじゃぽねすく～

野球のまち阿南
おもてなしチーム 選手募集

▼

４月から
「阿波とくしま・商品券」を
発行します

▼▼

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

▼

市民の情報ひろば

市民の情報ひろばへの掲載について

一

試

験

情

報

般 22歳以上26歳未満（修士課程修了者は28歳未満）

受験
薬 剤 科 20歳以上30歳未満かつ専門の大学卒業者
資格
歯
科 20歳以上28歳未満かつ専門の大学卒業者

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集
募集訓練科 CAD 機械科、住環境計画科
訓練期間 ５月７日㈬～10月31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 ４月７日㈪まで
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時
場所
内容

３月８日㈯ 9:00～12:00
ひまわり会館
遺言の書き方、エンディングノート
とは何か、相続の手続き、成年後見
制度などに関する相談
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

受付期間
試験

４月25日㈮まで

１次試験 ５月10日㈯

松茂町海上自衛隊基地

２次試験 ６月10日㈫～13日㈮のうち、指定日および指定場所
一般教養：択一式

試験 １次試験
専門：択一式および記述式
内容
２次試験 小論文試験、口述試験、身体検査
合格 １次試験 ５月30日㈮
発表 最
終 ８月1日㈮
その他

試験会場までの送迎は、要望により広報官が行います。
院卒者採用もあり、他企業との併願も可能です。

採用後の処遇

入隊後、幹部候補生学校へ約１年間入校
陸上自衛隊：福岡県久留米市
入隊先
海上自衛隊：広島県江田島市
航空自衛隊：奈良県奈良市
入 隊 ３等陸・海・空尉へ任官
１年後 全国それぞれの駐屯地、基地等で勤務
月額：214,900円、各種手当など
給与等 賞与：期末・勤勉手当（年２回）
昇給：年１回
※資料請求、手続きの要領、試験内容についての相
談など、くわしくはお問い合わせください。

問い合わせは
自衛隊阿南地域事務所（☎22ー6981）へ
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