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。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

淡島祭

日時 ３月14 日㈯ 11:00 ～15:00（予定）
集合 11:00 阿波橘駅前
ルート 阿波橘駅～内原町～明谷橋～梅見
橋～明谷梅林～明谷橋～桑野駅の
約12㎞
参加費 300円
持参物 弁当、飲み物、雨具、健康保険証
等
※歩きやすい服装、履き慣れた靴でご参加
ください。傷害保険には加入しています。
その範囲内および応急処置以外の疾病の
責任は負いません。
問 阿南歩こう会 新川（☎22－3188）へ

▼

▼▼

▼

▼

日時 ３月８日㈰ 10:00～14:00
場所 淡島学園（西路見町）
アトラクション（獅子舞）10:00
内容
～10:30 即売会（手芸品・野菜・
果 物・ 練 り 物・ 干 物・ 花 苗 な ど ）
10:30 ～ ゲームコーナー（輪投げ）
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

パソコン講習会受講者募集
日時

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時
場所
内容

３月14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
とはなにか、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）
（☎088－679－4440）
土・日曜日は地域会員 花野
（☎090－3787－0305）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 ３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
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３月18日㈬、19日㈭の２日間
10:00～15:00
場所 商工業振興センター１階
内容 エクセル、ワード（入門編）
対象 市内在住のおおむね60歳以上の方
定員 15人（申込順）
受講料 無料
募集期間 ３月２日㈪～６日㈮
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

親子のふれあい
ベビーマッサージ教室
ベビーマッサージを通して、ママから赤ち
ゃんへ “ 大好き ” を伝えましょう。
日時 ３月10日㈫ 10:00～11:00
場所 那賀川社会福祉会館 2 階
定員 親子５組
参加費 1,000円
持参物 赤ちゃんの飲み物
バスタオル１枚
※要予約
問 RTA 指定スクール Romaly 金光
（☎24－8710）へ

「淡路島親子キャンプ」
in 国立淡路青少年交流の家
日時
場所
内容

３月21日㈯～22日㈰（１泊２日）
国立淡路青少年交流の家
親子で野外炊飯、体育館にて親子で
キャンドルサービス、淡路島特産お
香作りなど
対象者 ひとり親家庭の親子（子どもは３
歳以上中学生以下）20組
参加費 無料
申込締切日 ３月９日㈪（電話・FAX可）
問 （公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
（ ☎ 088－654－7418・FAX088－654－
7414）へ

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（６カ月）
住環境計画科（６カ月）
訓練期間 ５月７日㈭～10月30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 ３月２日㈪～４月６日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

若者ＵＰプロジェクト
就職に繋がるパソコン講座
日本マイクロソフト㈱と協働し、最新のパ
ソコンでエクセルの基本操作を習得。
日時 ３月10日㈫、11日㈬の
13:00～16:00
場所 富岡町玉塚21番地里美ビル１階
（南部ライフサポートセンター隣 )
対象 義務教育終了後、15歳～39歳まで
の無業の方
※学生はご遠慮ください。
定員 各５人 受講料 無料
申込締切日 ３月９日㈪
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 ３月26日㈭ 18:30～（18:00開場）
場所 夢ホール（文化会館）
2015年度吹奏楽部コンクール課
内容
題曲 セント・アンソニー・ヴァリ
エーションズ 富西メドレー
入場料 300円
問 富岡西高等学校（☎22－0041）へ

徳島駐屯地

『みんなでわいわいピクニック』
春の自然を見る・触れる・感じるをテーマ
に山を探検！
対象 小学生（４月時点）
日時 ４月４日㈯～５日㈰（１泊２日）
場所 YMCA 阿南国際海洋センター
定員 30人程度
参加費 8,500円（現地集合・解散）、
9,000円（道の駅集合・解散）
服装 野外の活動が中心です。十分な防寒、
動きやすい服装でお越しください。
問 YMCA 阿南国際海洋センター
（☎33－1221）へ

開設３周年行事

日時 ３月８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12:30～14:00
※天候により内容を変更する場合がありま
す。駐車スペースの都合で、お車の入場
をお断りする場合があります。
問 陸上自衛隊徳島駐屯地 司令職務班
（☎42－0991 内線202・203）へ

阿南共栄病院 ひまわり会
ウオークラリー
日時 ４月18日㈯ 10:00～14:00
場所 阿南東部公園
参加費 200円
定員 30人（先着順）
申込締切日 ３月31日㈫
※お弁当（800円）をご希望の方は、申込
時にお知らせください。
※運動しやすい靴、服装でご参加ください。
問 阿南共栄病院 ひまわり会担当
（☎44－3131）へ
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春の「わくわくキッズキャンプ」を開催！

▼

明谷梅林へ歩きませんか

日時 ３月25日㈬、27日㈮10:00～12:00
※４月にも開催予定
（サブアリーナ）
場所 スポーツ総合センター
対象 小学生以上
（３年生以下は保護者同伴）
参加費 １回につき100円（保険料）
持参物 体育館シューズ、飲み物、タオル
問 阿南市バウンドテニス協会事務局
戸井（☎49－1785）へ

▼

気とツボで、元気で長生きしませんか。
日時 ３月17日㈫ 14:00～15:30
場所 ひまわり会館２階 21世紀室
参加費 無料
問 元気になろう会 海斗
（☎090－1174－7457）へ

富岡西高等学校吹奏楽部
第16回定期演奏会

▼

健康講演会

ＪＡ東とくしま産直市「とれとれ市公方」
と 那 賀 川 町 情 報 サ イ ト「NAKAGAWAFAM!」による共催イベント第２弾。那賀
川町内のお店や企業による出店、科学セン
ターによる工作教室、フリーマーケットな
ど楽しいイベント盛りだくさん。
日時 ３月21日㈯ 9:00～14:00
場所 道の駅「公方の郷なかがわ」
問 NAKAGAWA-FAM! 春野
（☎090－4339－6702）へ

春休みバウンドテニス教室
※大人の方も可
参加者募集

▼

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19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 新野高校 野賀田（☎36－3215）へ

とれとれ市公方×
ＮＡＫＡＧＡＷＡ‐ＦＡＭ！
祭りvol.2

▼▼

第23回 新野高校クリーン
ウオークラリー参加者募集

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

パパたちによる
小さな子どもと
ファミリーのための
音楽会

おんがくパパ

井手端

聡（クラリネット）

音楽とお話「ぐるんぱのようちえん」
。音
楽に合わせて手遊びも楽しみましょう。
日時 ３月15日㈰ 14:00～14:40
場所 文化会館１階 視聴覚室
出演者 川人信二（フルート）
梅本敏行（ピアノ）
入場料 ４歳以上700円（当日800円）
ペア1,300円（当日1,500円）
問 ＮＰＯ法人夢ホール市民協議会夢つく
りあなん（☎23－5599）へ

交通遺児等育成資金貸付および
重度後遺障害者介護料支給
【交通遺児等へ育成資金貸付け】
義務教育修了まで育成資金（無利子）が借りられます。
対象者 自動車事故により死亡または重度後遺障害者となられた方の０歳から中学校卒業ま
でのお子さま
貸付金額 ●一時金155,000円 ●毎月20,000円 ●入学支度金44,000円
返済期間 中学卒業後20年以内
（高校・大学等に進学する場合は、卒業まで返済開始は猶予）
【重度後遺障害者へ介護料支給】
対象者 自動車事故が原因で、脳・脊髄または胸腹部臓器を損傷し重度の後遺障害を持った
ために、常時または随時の介護が必要な状態にある方
支給金額 ①常時の介護が必要な方のうち「重度後遺障害診断書」で症状が「最重度」であ
ると認められた方：月額68,440円～136,880円 ②①以外で常時の介護が必要
な方：月額58,570円～108,000円 ③随時の介護が必要な方：月額29,290円～
54,000円
問 （独）自動車事故対策機構徳島支所（☎088－631－7799）へ

自衛隊幹部候補生の募集
試
受付期間

験

情

報

３月１日㈰～５月１日㈮

一

般

22歳以上26歳未満

歯

科

20歳以上30歳未満かつ専門の大学卒業者（見込み含む）

薬 剤 科

20歳以上28歳未満かつ専門の大学卒業者（見込み含む）

１次試験

５月16日㈯

２次試験

６月16日㈫～19日㈮のうち、指定日および指定場所

試験
内容

１次試験

筆記試験（一般教養、専門）

２次試験

小論文試験、口述試験、身体検査

合格
発表

１次試験

６月５日㈮

最

８月７日㈮

資格

試験

そ

の

終
他

採

修士課程修了者は28歳未満

松茂町海上自衛隊基地

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。

用

後

の

処

遇

入隊先

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
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
１年後

３等陸・海・空尉へ任官
全国それぞれの駐屯地、基地等で勤務

給与等

月額：217,200 円、各種手当など
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 自衛隊阿南地域事務所（☎22－6981）へ
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