
市民の情報ひろばへの掲載について
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。７月号の締め切りは５月30日㈮です。
メールアドレス　hisho@city.anan.tokushima.jp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。

ポリテクセンター徳島
職業訓練生の募集

ままブラスanan maman 
参加者募集

第９回阿南市合唱祭 

募集訓練科　機械加工技術科、電気設備科、
住宅リフォーム技術科

訓練期間　７月１日㈫～12月26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　６月２日㈪まで
問 ポリテクセンター徳島
　（☎088－654－5102）へ

第２回阿南市会長杯
ミックスバレーボール大会
日時　５月11日㈰　9:30～開会式
場所　スポーツ総合センター
種目　９人制　男女フリー
チーム構成　監督１人、コーチ１人、マネ
ージャー１人、選手６人～12人（男女不問、
学生は高校生以上）
試合方法　男性の攻撃は、アタックライン
の後からのみとする。
参加料　１チーム4,000円（当日納入）
問 阿南市バレーボール協会事務局
　 近藤（☎090－1579－4732）へ

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
対象　母子家庭の母、父子家庭の父および
寡婦で、就業と自立に意欲のある方
科目・日時

▼介護職員初任者研修
６月１日～11月９日（講義・演習15日
間／実習１日）9:30～16:30（通信形式）
／締切：５月20日㈫

▼パソコン講習（昼間）エクセル検定
６月２日～６月27日（月・水・金11日間）
9:00～16:00／締切：５月23日㈮

▼パソコン講習（夜間）ワード・エクセル
６月９日～７月18日（月・火・木・金
24日 間 ）18:30～21:00／ 締 切： ５月
30日㈮
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
のうえ、印鑑を持ってご本人がお申し込み
ください。
問（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
　 仁木（☎088－654－7418）へ

県立南部テクノスクール
職業訓練生募集
訓練科　 ＩＴ技能科２
内容　ワード、エクセル、パワーポイント、

簿記会計等
定員　15人（母子家庭の母等１人を含む）
対象　離転職者等で、公共職業安定所長か

ら受講あっせんを受けた人
訓練期間　６月25日㈬～９月24日㈬
　　　　　（土・日・祝日・お盆は休校）
訓練時間　9:15～15:40
訓練場所　日和佐総合体育館会議室、道の

駅日和佐物産館会議室
受講料　無料（テキスト代は自己負担）
申込期間　４月30日㈬～５月29日㈭
申込先　居住地を所管する公共職業安定所
問 公共職業安定所または南部テクノスクール
　（☎26－0250）へ

阿南まちゼミ
を開催します
お店の人が講師となり専門知識や情報・コ
ツを無料で教えてくれる、まちの中のゼミ
ナールを今年も開催し、商店街のファンづ
くりと活性化を推進します。たくさんの参
加をお待ちしています。
参加店募集期間　５月１日㈭～７月１日㈫
開催時期　
第１回　８月20日㈬～9月20日㈯
第２回　平成27年１月20日㈫～

２月20日㈮
開催エリア　富岡商店街周辺地域
※富岡町周辺地域外の方は、阿南光のまち
ステーションプラザ、牛岐城趾公園管理棟
事務室での開催が可能。
問 阿南商工会議所
　（☎22－2301）へ

また吹いてみたいなと思っているあなたの
ための“ブラバン”。
説明会　５月10日㈯　13:30～
練習日時　毎週土曜日　18：30～20：30
場所　文化会館　視聴覚室
申込方法　氏名、連絡先、楽器をお知らせ
ください。
※発表は10月19日㈰です。
※管楽器の方は楽器をご持参ください。
問 NPO 法人夢ホール市民協議会
　 夢つくりあなん（☎23－5599）へ

阿南市内の９合唱団とゲストの「響」の皆
さんとともに合唱祭を開催します。
日時　５月18日㈰ 14:00 ～（13:30開場）
場所　夢ホール（文化会館）
出演団体　▼阿南少年少女合唱団・さえず
り会▼ぎんのすず合唱団・見能林童謡を歌
う会▼那賀川童謡を歌う会▼ベルゲンブリ
ューダー▼レディースアンサンブルひまわ
り▼ブルースカイ合唱団▼阿南合唱団
ゲスト出演　響
※入場無料
問 阿南市合唱祭実行員会　松村
　（☎22－3719）へ

くらしの無料相談 
労働相談、介護、子育て、税金など、日々
の暮らしの悩みや不安を専門のアドバイザ
ーと連携してお受けします。一人で悩まな
いで、一緒に解決の糸口を見つけましょう。
秘密は固く守られます。
相談日　月～金曜日　10:00～17:00
※事前に予約してください。
問 徳島南部ライフサポートセンター
　 富岡町玉塚 21　里美ビル１階
　（☎24－9501）へ

若者の就労相談会 （予約制）

憲法週間行事無料法律相談

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　５月８日㈭、22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

日時　５月15日㈭　9:30～15:30
　　　※予約制
　　　※相談時間は30分
場所　徳島地方・家庭裁判所
定員　50人（午前25人、午後25人）
※申込人数が定員に達した時点で受付を終

了します。
相談担当者　弁護士
問 徳島地方裁判所総務課庶務係
　（☎088－603－0111）へ

登記相談予約制導入
徳島地方法務局では、より一層の行政サー
ビスの充実・向上を図るため、登記相談の
予約制を導入することとしました。
登記相談を利用される場合は、あらかじめ
電話または窓口にお越しのうえ、相談の予
約をお願いします。相談時間は 25 分以内
で、相談料は無料です。

【本局登記部門】
月曜～金曜（祝日・年末年始は除く）　
9:00～12:00、13:00～17:00

【阿南支局および美馬支局】
月曜～金曜（祝日・年末年始は除く）　
9:00～11:30、14:00～17:00
問 本局登記部門（☎088－622－4683）へ
　 阿南支局（☎22－0410）へ 遺言・相続・成年後見制度

無料相談会
日時　５月10日㈯　9:00～12:00
場所　ひまわり会館
内容　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

阿南法人会主催
「林 真理子さん」講演会 
「野心のすすめ」・「正妻 慶喜と美賀子」・「銀
座ママの心得」等の作者、林真理子さんに
よる講演会を開催します。
日時　６月９日㈪　15:30～17:00
場所　ホテル石松（富岡町）
演題　「私の仕事から」
定員　100人　
入場料　無料
申込締切日　５月23日㈮
問 公益社団法人　阿南法人会
　（☎23－1055）へ

蒲生田海岸清掃活動
風光明媚な自然とアカウミガメの上陸産卵
地として有名な蒲生田海岸の清掃活動を行
います。アカウミガメが安心して産卵でき
る環境づくりにご協力ください。
日時　6 月 1 日㈰　9:00 ～（少雨決行）
集合　旧蒲生田小学校前
活動場所　蒲生田海岸
駐車場　旧蒲生田小学校周辺および灯台進

入口駐車場
※作業に適した服装で参加してください。
事故等の責任は負いません。
問 キット海亀部会　鎌田
　（☎090－5140－4936）へ

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（５～６月） 

対象　小学生以上（幼児は保護者同伴）
※運動のできる服装で、帽子と水筒を持参
してください。
●畑のネイチャーゲーム
日時　５月 11日㈰　10:00～12:00
場所　栗田グリーン丈六近くの畑（徳島市
丈六町）緑のネイチャーゲームの旗が目印
参加費　１人200円　
申込締切日　５月５日㈷
●雨季の自然を楽しもう！
日時　６月１日㈰　10:00～12:00
場所　羽ノ浦町明見集会所
参加費　１人100円　
※雨でも遊べる準備をしてきてください。
問 阿波南部シェアリングネイチャー
事務局　松田（☎080－5665－1567）へ

小学生から高校生のための
夏休み海外派遣参加者募集
内容　ホームステイ、文化交流など
日時　７月25日㈮～８月17日㈰の内、

８～18 日間
派遣先　アメリカ、イギリス、オーストラ
リア、カナダ、サイパン、シンガポール
対象　小学３年生～高校３年生
参加費　250,000円～650,000円

（共通経費は別途必要）
申込締切日　６月２日㈪または９日㈪
※事業によって異なります。
問（公財）国際青少年研修協会
　（☎03－6417－9721）へ

たんぽぽまつり
日時　６月１日㈰　
　　　10:00～14:00
場所　那賀川公民館
内容　利用者手作りの
作品展示・即売、各種
模擬店、アトラクション、不要品バザー
※不要品バザーの品物（古着は除く）があ
りましたら、ご提供ください。
問 たんぽぽ作業所（☎44－6888）へ

農業体験講習受講者募集
実地体験を通じ、農業の知識習得と技能向
上を目的とした初心者向けの講習会です。
日程　５月15日㈭～20日㈫の土・日を除

く４日間（10:00～15:00）
場所　横見町下木戸
内容　田植え（準備～水稲植え）
対象　市内在住の50歳以上の方
受講料　無料
定員　10人程度
募集期間　５月１日㈭～12日㈪
※土・日・祝日は受付できません。
問 阿南市シルバー人材センター
　（☎23－2630）へ
　 受付時間　平日9:00～16:00

羽ノ浦こどもの日凧
たこ

揚げ大会
みんなで凧揚げを楽しみましょう！
日時　５月５日㈷　10:00～15:00
※雨天の場合は中止
場所　那賀川河川敷第３緑地公園
　　　（羽ノ浦町明見）
※既製の凧・手作り凧持ち込み歓迎。
※子ども用の凧を無料で貸し出します。
問 羽ノ浦町おやじの何でも塾　福井
　（☎090－5717－7334）へ

映画
「祖谷物語
－おくのひと－」

滑竹祭

35㎜フィルムで綴
つづ

る美しき故郷の物語。
国際映画祭でも絶賛！ジブリ作品を彷

ほう

彿
ふつ

と
させる映像美をご堪能ください。上映前に
蔦監督の舞台あいさつがあります。
日時　５月11日㈰　①10:30～②14:00～
場所　夢ホール（文化会館）
入場料　一般 1,000円（当日500円増し）
高校・大学生・シニア　1,000円、
会員 800円、中学生以下　無料
問 あなんで映画をみよう会　阿部
　（☎090－2788－5465）へ

日時　５月３日㈷
　　　10:00 ～
　　　※雨天順延
場所　阿南スケートボードパーク
内容　開会式　10:45～
　　　スクール受付　10:00～10:30
　　　　　　　開始　11:00～11:45

※スケートスクール無料
コンテスト受付　10:00～12:00

　　　　　　　　開始　12:40～
※参加費は1,000円
※各自、スケートボード、プロテクターを

持参してください。
問 阿南スケートボード協会　石居
　（☎090－5272－5283）へ
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