
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。

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。８月号の締め切りは６月30日㈫です。
メールアドレス　hisho@city.anan.tokushima.jp

平成27年度
警察官B（男性および女性）
採用試験
受験資格　昭和60年４月２日（30歳）か
ら平成10年４月１日（18歳）までに生ま
れた者。ただし四年制大学等を卒業した者
または平成28年３月31日までに卒業する
見込みの者を除く。

試験日　10月18日㈰
※試験案内申込書は７月３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

阿南法人会主催

「鈴木明子さん」 
講演会
公益社団法人阿南法人会では、第３回通常
総会を記念してオリンピック２大会連続入
賞、プロフィギュアスケーターの鈴木明子
さんによる講演会を開催します。
日時　６月17日㈬　13:30～15:00
場所　ロイヤルガーデンホテル（富岡町）
演題　「ひとつひとつ。少しずつ。」
定員　100人
入場料　無料
申込締切日　６月８日㈪
問 公益社団法人阿南法人会
 　（☎23－1055）へ

いろいろな生活上の困りごとの
相談・支援

「あなんパーソナル・サポート・
センター」がスタート！
働きたくても仕事がない、再就職に失敗し
て雇用保険が切れた、親の介護で働けない、
生活が苦しい、借金がある、社会に出るの
が怖くなったなど、生活でお困りの方の自
立促進に向けた総合的な相談・支援を行っ
ています。秘密は厳守します。
場所　富岡町玉塚21番地　里美ビル１階
相談時間　8:30～17:15
※土・日・祝日、12月29日～１月３日を

除く
相談料　無料
問 あなんパーソナル・サポート・センター
　 （☎0120－928－764）へ

第９回
オカリナ
グループ
たんぽぽ
コンサート
日時　６月21日㈰　14:00～（13:30開場）
場所　コスモホール（情報文化センター）
曲目　 ▼地平線 ▼母の歌 ▼風が谷間を降り

て来る　ほか
入場料　500円
チケット販売場所　平惣書店（徳島沖浜店、
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

徳島県「小１～３年生」の
保護者向け家庭教育セミナー
　～子ども達の基礎学力と
　　　　　　優しい心を育てる～

日時　６月19日㈮　10:30～13:00
（10:00開場）

場所　情報文化センター
内容　
１部　徳島県教育委員会講演「これからの

授業はどう進むの？」
２部　家庭教育プロデューサー　酒井勇介

さん講演「親はどうすればいいの？」
対象　小学校低学年（１～３年）の保護者の

方。お孫さんのいる祖父母の方も可。
定員　300人　　参加料　無料
申込締切日　６月８日㈪
問 徳島新聞社地域振興部
　 （☎088－655－7331）へ

労働保険の年度更新のお知らせ
平成26年度分の確定保険料と、平成27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１日㈪～７月10日㈮
問 徳島労働局　労働保険徴収室
　 （☎088－652－9143）へ

親子でミュージックケア♪
音楽に合わせて簡単な動作をします。お子
さまの成長を応援しながら、いつも頑張る
子育て中のママにリフレッシュと癒しをプ
レゼントします。
日程　

幼児の部　６月５日㈮　11:00～
乳児の部　６月22日㈪　11:00～
場所　富岡公民館１階　和室
定員　幼児の親子15組、乳児の親子８組
　　　※先着順
申込方法　前日までに電話でお申し込みく

ださい。
参加費　300円
※動きやすい服装でお越しください。
問 阿部浩子（☎090－9771－5661）へ

赤ちゃんとママのふれあい講座
●ベビーマッサージ教室
手のぬくもりから赤ちゃんへ「大好き」を
たくさん伝えよう！
日時　６月９日㈫　10:00～11:00
参加費　1,500円
持参物　赤ちゃんの飲み物、バスタオル１枚
●ファーストサイン教室
まだおしゃべりが上手にできなくても、お
互いの気持ちを伝えあおう！
日時　６月16日㈫　10:00～11:00
参加費　1,500円

対象　0～2歳までの親子5組
場所　那賀川社会福祉会館２階
※要予約
問 RTA 指定スクール Romaly 金光
　 （☎24－8710）へ

平成27年度
国家公務員採用試験
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。
高卒程度試験

▼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22日㈪～７月１日㈬
●郵送または持参
　６月22日㈪～24日㈬
第1次試験日　９月６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

第１回阿南将棋大会
参加者募集

若者ＵＰプロジェクト
就職に繋がるパソコン講座

将棋愛好家が一堂に会し、交流と親睦を深
めるための大会を開催します。
日程　８月９日㈰　受 付  9:00～ 9:20

　開会式  9:30～ 9:45
競 技 10:00～16:00

場所　ひまわり会館２階　研修室うめ
募集人数　70人（先着順）
申込方法　電話でお申し込みください。
申込締切日　７月31日㈮
問 阿南将棋同好会001　宮本（☎23－31

87または090－9558－5277）へ

法テラス徳島の
情報提供・無料法律相談
■情報提供（予約優先制）
法的トラブルでお悩みの方々に、法制度に
関する情報と、相談機関・団体等相談窓口
に関する情報を無料で提供します。
日程　月～金曜日の 9:30～12:00

13:00～15:30
※面談も行っています。
■無料法律相談
経済的に余裕のない方が法的トラブルにあ
ったときに、無料で法律相談を行い、必要
な場合、弁護士・司法書士の費用の立て替
えを行います。
※資力要件を満たしていることが条件。
日程　 ▼弁護士相談は月～金曜日

▼司法書士相談は水曜日
問 法テラス徳島（☎050－3383－5575）へ

YMCA
夏のキャンプ 開催！
●「ファミリーデイキャンプ」
　家族でカヌー体験！
カヌーで協力して、無人島をめざそう！
日時　6月28日㈰　10:00～15:00
対象　家族（20家族程度）
参加費 中学生以上　3,000円
 小学生・幼児　2,000円

●「わくわくキッズキャンプ」
　夏だ！海だ！マリンスポーツ！
夏といえば海です！お友だちと自然を満喫
しましょう！
日時　７月21日㈫～22日㈬（1泊2日）
対象　小学生（30人程度）
参加費　
8,500円（現地集合・解散）
9,000円（道の駅「なかがわ」集合・解散）

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

日本マイクロソフト㈱と協働し、最新のパ
ソコンでワードの基本操作を学びます。事
前にご予約ください。
日時　６月16日㈫、17日㈬
　　　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　６月 15 日㈪

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　毎週木、金曜日　10:00～16:00
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）

問 とくしま地域若者サポートステーション
　 （☎088－602－0553）へ

第36回青少年交流キャンプ
参加者募集
対象　小学３年生～中学３年生
期間　８月３日㈪～６日㈭　
場所　静岡県立朝霧野外活動センター
定員　日本人80人、外国人20人
内容　富士登山、テント生活体験、野外炊

飯体験、キャンプファイヤーなど
参加費　小学生90,000円、
　　　　中学生107,000円
申込締切日　７月10日㈮
問 公益財団法人国際青少年研修協会
　 （☎03－6417－9721）へ

阿南少年少女合唱団
団員募集
いっしょに歌いましょう。個別音感指導も
しています。ぜひ、見学に来てくださいね。
練習日程　毎週土曜日
　　　　　13:15～14:15（３歳～）
　　　　　14:15～16:00
　　　　　（小学生～高校生）
場所　ひまわり会館　21世紀室
受講料　月額3,000円
※別途、年間費3,000円が必要です。
問 杉尾（☎090－6287－8823）または
　 中原（☎22－4222）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　６月13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

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業参加者募集
先の大戦で父を亡くした戦没者の遺児を対
象として、父の戦没した旧戦域を訪れ、慰
霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友
好親善を行います。
参加費　10万円
※くわしくは、お問い合わせください。
問 ㈶徳島県遺族会
　 （☎088－636－3212）へ

阿南高専公開講座

たんぽぽまつり

●化学で環境を考えよう
日時　７月26日㈰　9:00～12:00
場所　阿南高専　一般教科棟１階　
　　　化学実験室２　
対象　小学 5・6 年生　中学生　
●ザリガニロッ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　管理棟２階　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15日㈪～26日㈮
　　　　　※土、日曜日を除く
問 阿南工業高等専門学校総務課
　 企画情報係（☎23－7215）へ

日時　６月７日㈰　10:00～14:00
場所　那賀川公民館（旧今津公民館）
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
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日 医療機関名 所在地 問い合わせは
7日 岩 城 ク リ ニ ッ ク 学 原 町 ☎23−5600
14日 瀧 内 科 外 科 医 院 才 見 町 ☎24−9133
21日 か じ か わ 整 形 外 科 日開野町 ☎24−5750
28日 むらかみ内科循環器クリニック 羽ノ浦町 ☎44−1010

※市内の休日医療機関は、変更される場合がありますので、
阿南市医師会（☎22−1313）までお問い合わせください。

●夜間（毎日）の当番　17：00～22：00
市内の医療機関または阿南医師会中央病院内
※阿南市医師会（☎22−1313）までお問い合わせください。

●小児救急医療体制
24時間365日徳島赤十字病院が小児救急患者を受け入れてい
ます。（事前の電話連絡は不要です。）

６月の休日・夜間診療

軽症でも急いで治療の必要がある場合、次の医療機関で受診できます。

●休日昼間　9：00～17：00

スポーツ施設６月の休館日
スポーツ総合センター（温水プール） 1・8・15・22・29日
那賀川スポーツセンター 3・10・17・24日
羽ノ浦総合国民体育館 1・8・15・22・29日
羽ノ浦健康スポーツランド 1・8・15・22・29日
県南部健康運動公園 2・9・16・23・30日

人口と世帯数

人口 75,862人 （＋ 49）
（男）36,597人 （＋  44）
（女）39,265人 （＋    5）

世帯数30,265世帯（＋57）

※平成27年４月末日現在
　カッコ内は前月対比

６月の平日延長窓口

●住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、身分証明書の交付
（※時間延長時は、住民異動・印鑑登録・住基カードの発行等は行っていません。）

市民生活課（☎22−1116）へ
●納税相談　第１仮庁舎２階　納税課（☎22−1792）へ

３日㈬、17日㈬　17：15〜18：15　第１仮庁舎１階

身の周りに当たり前のようにある自然は見過ごしてしまいがちです。特集で紹介させていただきました「阿南市生物多様性ホットスポ
ット」。阿南には誇るべきごっつい自然がたくさんあります。恵まれた自然がある阿南に住んでいる幸せを再認識しました。（谷内）
表紙の写真は、４月にＪＡアグリあなんスタジアムで開催された西日本生涯還暦野球大会の開会式で撮影したもの。手作りの衣装に身
を包み、華麗な創作ダンスを披露するＡＢＯ 60（阿南・ベースボール・おばちゃん）の皆さんの笑顔がまぶしい一枚です。（相田）

編集室の

窓

日 開催日　　　時 時間　　　所 場所　
予 予約受付　　問 問い合わせ先

６月の相談

法律相談（要予約） ４日㈭、18日㈭
時 13:30〜16:30　所 第１仮庁舎１階
予 １カ月前から　問 市民生活課　☎22−1116
※内容により、お受けできない場合があります。

行政相談 ９日㈫、23日㈫
時 9:30〜11:30　所 第１仮庁舎１階
問 市民生活課　☎22−1116

司法書士による法律相談 26日㈮
時 14:00〜16:00　所 ひまわり会館１階
問 市民生活課　☎22−1116

消費生活相談 平日開館
時 9:30〜16:30　所 社会福祉会館３階（阿南駅南隣）
問 消費生活センター　☎24−3251

特設人権相談 １日㈪
時 10:00〜12:00　所 富岡公民館
問 人権・男女参画課　☎22−3094

人権相談 19日㈮
時 13:30〜16:00　所 ひまわり会館１階
問 人権・男女参画課　☎22−3094

子育て家庭教育電話相談（来所相談も可）
日 月曜日〜金曜日（祝日除く）時 9：00〜12：00
問 家庭教育支援チーム「育みクラブ」　☎42−3885

心配ごと相談 1日㈪、８日㈪、15日㈪、22日㈪、29日㈪
時 10:00〜15:00　所 市民会館内社会福祉協議会
問 社会福祉協議会　☎23−7288

女性のための生き方なんでも相談（要予約）
日 ２・９・16・23・30日　時 13:00〜17:00
日 12・26日　時 13:00〜16:00
所 市民会館２階　相談室　予 随時
問 男女共同参画室分室　☎22−0361

年金相談（要予約） 今月の相談日はありません。
時 9:00〜15:30　所 市商工業振興センター
予 1カ月前から電話による完全予約制
問 徳島南年金事務所　☎088-652-1511
※７月の相談日は２日㈭です。

６月の市税

■市　県　民　税（第１期、全期）
■国民健康保険税（第１期）
　納期限は、６月30日㈫です。納め忘れのないようにしましょう。
●市税の口座振替について
軽自動車税と固定資産税（全期）の口座振替済通知書は
すでに郵送しています。市県民税（各期）、固定資産税（各
期）、国民健康保険税の口座振替済通知書は27年度最終
納期後に郵送する予定です。

問い合わせは　納税課（☎22−1792）へ

日曜相談窓口  28日㈰  8:30〜17:00（市役所第１仮庁舎２階納税課）
市税の納付および分納等の納税（納付）相談を受け付けています。

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。

不動産競売物件情報サイト（BIT）
が新しくなりました

放送大学10月生募集

BITとは、インターネット上で競売物件に
関する情報、売却のスケジュール、売却結
果などを確認することができるシステムで
す。４月１日から BIT の画面レイアウト
が大きく変わったほか、トップページに新
着の競売物件・売却結果情報の有無が掲載
されるなど、利便性が向上しました。
また外観写真の掲載、ブロック単位での検
索、取下げ等事件の一覧の掲載など、新し
い機能や、新たに掲載されることになった
情報があります。
具体的な競売手続の流れについては各地方
裁判所の裁判所書記官に、入札手続につい
ては執行官に、それぞれお問い合わせくだ
さい。
問 徳島地方裁判所事務局総務課
　 （☎088－603－0111）へ
　 http://bit.sikkou.jp/app/top/pt001/h01/

第６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、ごみの分別回収に
ご協力いただけるボランティアスタッフを
募集します。
日時　７月24日㈮～26日㈰
　　　前半　18:00～20:30
　　　後半　20:30～22:00
申込方法　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、ファクシミ
リでお申し込みいただくかお電話ください。
申込締切日　7月10日㈮
問 阿南商工会議所女性会事務局
　 （☎22－2301・FAX23－5717）へ
　 http://www.anancci.or.jp/

平成27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㈪～９月20日㈰
※資料は無料謹呈。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
　 http://www.ouj.ac.jp/

横浜ボートシアター公演
説経「愛護の若より
　　 恋に狂ひて」
説経節三味線、人形と仮面が繰り広げる平
安時代の美しく哀しい物語。
日時　６月28日㈰　16:00～
場所　夢ホール（文化会館）
チケット　一般3,500円（当日4,000円）
　　　　　学生2,000円（当日2,500円）

手工芸品チャリティマーケット
参加者募集
開催日　８月29日㈯、30日㈰
　　　　12:30～15:30
場所　夢ホールホワイエ
参加費　１組につき500円
定員　15組（先着順）
募集期間　６月１日㈪～７月25日㈯

問（特非）夢ホール市民協議会
　 夢つくりあなん（☎23－5599）へ

筍
たけのこ

の里はたえだ直売所
出店者募集
筍の里、新野で直売所の出店者を募集して
います。毎週土曜日に開いており、農作物
を主に扱っています。県道沿いで交通の便
はいいです。多数のご出店をお待ちしてい
ます。

日程　毎週土曜日　6:30～13:00
場所　新野町名光119番地
品目　野菜、加工品、果物、花木など

問 佐野本トシ子（☎36－3031）へ

海上自衛隊
徳島航空基地
一般公開 
日時　６月６日㈯　8:00～15:00

（開門 7:30）
場所　海上自衛隊徳島航空基地（松茂町）
内容　 ▼徳島航空基地マラソン（エントリ

ーには事前に申込みが必要。くわし
くは、ホームページをご覧くださ
い。） ▼シミュレーター体験（先着
96人） ▼ 航空機展示 ▼ ちびっこ広
場 ▼広報館・記念館公開など ▼模擬
店など ▼海上自衛隊調理員によるカ
レー競技（抽選で200人に試食）

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
　 http://www.mod.go.jp/msdf/tokusima/

商業活性化セミナー参加店舗募集

「阿南まちゼミ」説明会開催
各商店の店主やスタッフが講師となり、プ
ロならではの専門的な知識や情報・コツを
無料で受講者に伝える、少人数制のゼミナ
ール「阿南まちゼミ」の説明会を開催しま
す。
日時　６月11日㈭　18:30～20:00
場所　阿南商工会議所3階　研修室
内容　新たな顧客との出会いが生まれる

「まちゼミ」について
対象　「まちゼミ」に興味があるお店
参加料　無料
申込締切日　６月８日㈪
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

高校生のための
英語活動ひろば
ＡＣＥ（エース）

学校で習った英語の知識を実際に使い、
ALT たちと英語活動ができる場所です。

「英語が通じる喜び」を感じてください。
今回はお世話になった２人の ALT のフェ
アウェルも予定しています。英語に自信が
なくても、ALT との交流に興味がある人
はぜひ参加してください！
日時　６月28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

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　８月３日㈪～
　　　　　平成28年１月29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１日㈪～７月６日㈪
問 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ
　 ※平日9:00～17:00
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