市民の情報ひろば
ＹＭＣＡ
夏のファミリー
デイキャンプ開催
日程
６月15日㈰ はじめてのカヌー！
７月13日㈰ はじめてのシュノーケリング！
時間 10:00～15:00
場所 ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター
定員 各月20家族程度（先着順）
参加費 中学生以上 3,000円
幼・小学生 2,000円
持参物 ぬれてもいい服、ウオーターシュー
ズ（サンダル不可）、タオル、着替
えなど
※プログラム後、シャワー可
申込方法 電話でお申し込みください。
問 ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター
（☎ 33－1221）へ

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。８月号の締め切りは６月27日㈮です。
メールアドレス hisho@city.anan.tokushima.jp

夏休みバウンドテニス教室
参加者募集
第２回
緑のカーテン
コンクール
出品作品募集

開催期間 ７月23日㈬～８月27日㈬
対象 小学生以上
参加費 無料
持参物 体育館シューズ
【サンアリーナ体育館（サブアリーナ）】
日時 毎週水・金曜日 14:00～16:00
※都合のよい時間にお越しください。
問 スポーツ総合センター
（☎22－2300）へ
【阿南工業高等学校（多目的ホール）】
日時 毎週土曜日 20:00～21:00
問 青嵐バウンドテニスクラブ
戸井（☎49－1785）へ

手工芸品チャリティーマーケット
出品者募集

第８回オカリナグループ
たんぽぽコンサート

日時 ８月23日㈯、24㈰ 12:30～15:30
場所 夢ホール（文化会館）ホワイエ
参加費 500円（１組１テーブル）
定員 15組（先着順）
募集期間 ６月１日㈰～７月18日㈮
※売上金の20％をチャリティー募金に寄
付していただきます。
※出品物は本人の手作りに限ります。
問 ＮＰＯ法人夢ホール市民協議会
夢つくりあなん（☎23－5599）へ

日時 ６月29日㈰ 14:00～（13:30開場）
場所 コスモホール（情報文化センター）
内容 ▼グリーンスリーブス▼大きな古時
計▼根尾の夏風に吹かれてほか
入場料 500円
チケット販売場所 平惣書店（徳島店、小
松島店、羽ノ浦国道店）、黒崎楽器阿南店、
音楽喫茶みき
問 オカリナグループたんぽぽ
庄野（☎42－3022）へ

省エネの夏に涼しい緑のカーテンを作りま
せんか。植物はゴーヤ、あさがお、公方百
薬など種類は問いません。多数のご応募を
お待ちしています。
対象 市内在住の方
申込方法 電話でお申し込みください。
申込締切日 ７月20日㈰
表彰 ８月下旬に表彰式を開催します。
※参加賞のほか、優秀作品には賞品も進呈
します。
問 ＮＰＯ法人やったろう－21
石川（☎42－0140）または
荒井（☎42－0011）へ

高校生のための英語活動ひろば
ＡＣＥ（エース）
県内の高校生が学校の枠をこえてＡＬＴ
（外国語指導助手）たちと英語が通じる喜
びを感じながら楽しく活動しています。他
校にお友だちもできますので、１人でも気
軽にご参加ください。
日時 ６月22日㈰ 14:00～16:00
（２カ月に１回活動しています）
場所 富岡公民館 1 階 図書室
対象 高校生 参加費 無料
問 英語活動ひろばＡＣＥ事務局
土井（☎23－5875）
へ ※19:00以降
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ふるさと館内
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第35回富士山・青少年
国際交流キャンプ参加者募集
対象 小学３年生～中学３年生
期間 ７月30日㈬～８月３日㈰
場所 山梨県本栖湖青少年スポーツセンター
定員 日本人80人、外国人20人
内容 富士登山、テント設営＆生活体験など
参加費 小学生90,000円、中学生104,000円
申込締切日 ７月４日㈮
問 公益財団法人 国際青少年研修協会
（☎03－6417－9721）へ

平成26年度
警察官Ｂ

（男性および女性）

採用試験
受験資格

４年制大学を卒業した方、また
は平成27年３月31日までに卒
業する見込みの方以外
試験日 10月19日㈰
※採用案内申込書は７月４日㈮から配布し
ます。
問 徳島県警察本部警務部警務課人事係
（☎088－621－2953）、
徳島県人事委員会事務局任用課
（☎088－621－3212）、
阿南警察署（☎22－0110）へ
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●新野東
小学校

★
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●福井小学校

阿南市森林組合事務所
移転のご案内
阿南市森林組合の事務所が福井町から橘町
に移転し、６月２日㈪から新事務所で業務
を開始します。
新事務所 ふるさと館内
〒774‐0023 橘町土井崎115番地16
問 阿南市森林組合（☎34－3780）へ

第５回阿南ごみゼロ夏祭り大作戦
ボランティア参加者募集!!
阿南の夏まつり期間中、富岡商店街周辺の
４カ所にゴミ分別ステーションを設置し、
来場のお客様にゴミの分別・収集への協力
を呼び掛けます。分別のアドバイスやごみ
の散乱をなくす取組にご協力ください。
日時 ７月25日㈮～27日㈰
１部 18:00～20:30
２部 20:30～22:00
場所 阿波電機前、牛岐城趾公園、松屋理
容室横駐車場（内町）、富岡西郵便局前
申込方法 電話または、阿南商工会議所ホ
ームページから申込用紙をダウンロードし
て FAX にてお申し込みください。
問 阿南商工会議所
（☎22－2301・FAX23－5717）へ

●ものの体積と温度の関係を調べよう
－ガリレオ温度計を作ろう－
日時 ７月27日㈰ 9:00～12:00
場所 阿南高専 化学実験室
対象 小学５、６年生、中学生
受講料 無料（ただし傷害保険料が必要）
定員 20人
●ザリガニロボットを作って遊ぼう
日時 ８月２日㈯ 9:00～12:30
場所 阿南高専 物理実験室
対象 小学４～６年生（保護者同伴）
受講料 無料（ただし傷害保険料が必要）
定員 10人
申込期間 ６月16日㈪～27日㈮
※定員になり次第締め切ります。
問 阿南工業高等専門学校総務課
企画情報係（☎23－7215）へ

弁護士による
B型肝炎救済法
説明会・無料相談会

平成26年度国家公務員
採用試験の日程について
採用試験の日程のうち、６月から受付する
試験を掲載しています。
高卒者試験
▼一般職試験（高卒者試験）
▼一般職試験（社会人試験（係員級））
▼税務職員
受付期間
●インターネット
６月23日㈪～７月２日㈬
●郵送または持参
６月23日㈪～26日㈭
第1次試験日 ９月７日㈰
※くわしくは、お問い合わせください。
問 人事院四国事務局第二課試験係
（☎087－831－4765）へ

阿南高専公開講座

放送大学10月生募集
平成26年度第２学期（10月入学）の学生
を募集しています。放送大学はテレビ等の
放送やインターネットを利用して授業を行
う通信制の大学です。心理学・福祉・経済・
歴史・文学・自然科学など、幅広い分野を
学べます。
出願期間 ６月15日㈰〜８月31日㈰
※資料は無料贈呈。放送大学ホームページ
でも請求できます。
問 放送大学徳島学習センター
（☎088－602－0151）へ

Ｂ型肝炎特措法に基づく救済要件に該当す
るかについて説明します。
日時 ６月14日㈯ 13:30～17:00
（受付は16:00まで）
場所 商工業振興センター１階
主催 徳島肝炎の会 / 全国Ｂ型肝炎訴訟大
阪弁護団（国と基本合意を交わした弁護団）
※参加費無料、申込不要
問 弁護士 真鍋直樹（全国Ｂ型肝炎訴訟
大阪弁護団）
（☎06－6110－9789）へ
●Ｂ型肝炎訴訟の相談 全国Ｂ型肝炎訴訟
大阪弁護団（☎06－6647－0300）へ
※平日10:00～17:00
http://bkan-osaka.jp/

労働保険の年度更新のお知らせ
平成25年度分の確定保険料と平成26年度
分の概算保険料の申告・納付手続を、「労
働保険確定・概算保険料申告書」により行
ってください。
更新期間 ６月２日㈪～７月10日㈭
問 徳島労働局 労働保険徴収室
（☎088－652－9143）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 ６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

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時 ６月14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

海上自衛隊
徳島教育航空群
地域ふれあい感謝デー
●海上自衛隊徳島教育航空群音楽祭
日時 ６月20日㈮ 18:30～（17:30開場）
場所 鳴門市文化会館
出演 海上自衛隊呉音楽隊
入場料 無料（ただし入場整理券が必要）
※入場整理券は鳴門市文化会館、阿南市役
所、自衛隊徳島地方協力本部、海上自衛
隊徳島航空基地正門ほかで配布します。
●海上自衛隊徳島航空基地一般公開
日時 ６月22日㈰ 8:00～15:00
（7:30開門）
場所 海上自衛隊徳島航空基地
内容 徳島航空基地マラソン、ふれあいウ
オーキング、シミュレーター体験飛行、小
学生バレーボール大会、ちびっ子広場・風
船等工作教室
●徳島航空基地マラソン参加者募集
日時 ６月22日㈰ 9:30～12:00
申込方法 参加申込書および誓約書に必要
事項を記入のうえ、お申し込みください。
くわしくは、スポーツショップに備え付け
ている大会要領、または徳島教育航空群ホ
ームページをご覧ください。
問 海上自衛隊徳島教育航空群司令部広報室
（☎088－699－5111 内線3234）へ
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