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。10月号の締め切りは８月31日㈪です。
メールアドレス hisho@city.anan.tokushima.jp

日程
費用

スマートフォンおよび
携帯から２次元バーコ
ードからアクセス
問 四国地方整備局 徳島河川国道事務所
日和佐国道出張所
（☎0884－77－0465）へ

第４回阿南まちゼミ受講者募集
お店の店主・スタッフが講師となり、専門
知識や技術を無料で教えてくれる少人数制
のミニ講座です。ご参加お待ちしています。
開催期間 ８月20日㈭～9月20日㈰
講座内容 広報あなん８月号の折込チラシ、
または阿南商工会議所のホーム
ページをご覧ください。
申込方法 各店舗へ直接電話でお申し込み
ください。
受付期間 ８月７日㈮～
※先着順。定員に限りがあります。
問 阿南商工会議所 野村（☎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、Ａ
ＬＴたちと英語活動ができる場所です。今
回は８月に来日する新しいＡＬＴもお迎え
します。英語に自信がなくても、ＡＬＴと
の交流に興味がある方はぜひ参加してくだ
さい。１人での参加も歓迎します。
日時 ８月23日㈰ 14:00～16:00
（２カ月に１回活動）
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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10月９日㈮～10日㈯
・大会参加費 3,500円
・交流会費
5,000円
申込締切日 ８月28日㈮
問 日本女性会議2015倉敷実行委員会・倉
敷市 事務局（倉敷市男女共同参画課
内☎086－426－3105）へ

わくわく男女共同参画介護職員
初任者研修（旧ヘルパー２級）
男女が共に社会参加し責任を担う高齢社会
をめざすために、男性を対象とした介護職
員初任者研修を開催します。
対象 市内在住の男性
期間 ９月５日㈯～12月19日㈯ 水曜日
18:30～21:30、土曜日9:00～12:00、
13:00～16:00 ※全44講座（130時間）
場所 男女共同参画室分室（市民会館）
定員 20人
受講料 29,000円（テキスト代含む）
申込方法 ８月25日㈫までに電話でお申
し込みください。
問 わくわく男女共同参画あなん2013
協議会事務局 渡辺
（☎090－3185－4875）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時 ８月８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、相続の手続き、成年後見制度など
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

就職につながるパソコン講座plus
【パソコン講座】 定員は各講座５人
●ワード ８月18日㈫、19日㈬
13:00～16:00
●エクセル ８月25日㈫、26日㈬
13:00～16:00
【面接対策】 ８月27日㈭ 13:00～16:30
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 ※学生不可
受講料 無料
申込締切日 各講座前日まで
※面接対策講座のみも受講可
若者の就労相談会も同所にて行っています。
お気軽にお問い合わせください。
問 とくしま地域若者サポートステーション
（☎088－602－0553）へ

院卒者試験・大卒程度試験
総合職試験【院卒者試験（法務区分）】
受付期間（インターネット）
９月８日㈫～15日㈫
第１次試験 ９月27日㈰
総合職試験【大卒程度試験（教養区分）】
受付期間（インターネット）
８月５日㈬～19日㈬
第１次試験日 ９月27日㈰
高卒程度試験
気象大学校学生
海上保安大学校学生
受付期間（インターネット）
８月27日㈭～９月７日㈪
受付期間（郵送または持参）
８月27日㈭～31日㈪
第１次試験日 10月31日㈯、11月１日㈰
問 人事院四国事務局第二課試験係
（☎087－831－4765）へ

▼

県内の国道55号では、大雨等により通行
車両および通行者を危険から守るために雨
量による「通行止め」を実施します。なお、
通行止めを開始する規制雨量などの道路情
報をインターネットで提供していますので、
ご利用ください。
通行規制区間 美波町北河内〜阿南市福井
町日の地（延長10.1km）
規制雨量 300mm（連続雨量）
道路情報提供システム（PC 版）
http://www.skr.mlit.go.jp/road/info/
index.html
道路情報提供システム（スマートフォン版）
http://www.skrdoukan.com/sp/index.htm
道路情報提供システム（携帯版）
docomo(http://www.skrdoukan.com/
mobile/i-mode.htm),au(http://www.
skrdoukan.com/mobile/index.
htm),Softbank(http://www.skrdoukan.
com/s/index.htm)

国家公務員採用試験の日程

▼

日本女性会議2015倉敷大会の
ご案内

▼▼

国道55号は
通行止めになる場合があります

私のセカンドライフ実践記
原稿募集
「日本女性会議〈男女共同参画〉2013あ
なん」第５分科会「セカンドライフ分科会」
のアフター事業として、さらなる男女共同
参画社会の実現に向け、皆さまの「私のセ
カンドライフ実践記」の原稿をいただき、
冊子にしたいと考えています。
募集要項
内容 男女共同参画社会実現に向けた「私
のセカンドライフ実践記」
対象 市内在住の方、または大会関係者
原稿 400字詰め原稿用紙３枚以内（パソコン可）
※写真を掲載する場合は1枚約180文字
原稿締切日 ９月20日㈰（必着）
送付先 〒774‐0021 津乃峰町戎山123
番地3 美馬義明（旧第５分科会分科長）
問 同上（☎27－0632）へ

ママのためのママ友会
にこにこパーク夏休みスペシャル

「ワッペンをつくろう！」
日常で役立つコーチングやコミュニケーシ
ョンのコツを楽しく体験しながら、親子で
ワッペンを作ります。
日時 ８月19日㈬ 10:00～12:00
場所 阿南図書館２階 和室
対象 子育て中のママとその子ども（小学
６年生まで）
参加費 母子１組に1,500円（材料費込）
※子どもが１人増えるごとに500円追加
持参物 鉛筆、裁ちばさみ（お持ちの方）
定員 20組
申込方法 ８月14日㈮までにメールでお
申し込みください。
問 野口（☎090－8698－3221）へ
※ 19:00 以降
E-mail 21coach.tomo@gmail.com

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。
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ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集

阿南高専公開講座

募集訓練科
▶電気設備技術科（６カ月）
▶住宅リフォーム技術科（６カ月）
訓練期間 10月１日㈭～３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）
受講科 無料（テキスト代等は必要）
募集期間 ８月３日㈪～ 9 月 7 日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

対象 中学生以上、一般の方
日時 ９月13日㈰ 10:00～16:00
場所 阿南高専 視聴覚教室
受講料 2,700円（テキスト・材料費含む）
定員 20人（定員になり次第締切）
申込方法 申込期間中に電話でお申し込み
ください。※メール、ファクシミリでの申
込みは受け付けません。
申込期間 ７月27日㈪～８月７日㈮
8:30～17:00（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

赤ちゃんとママのふれあい講座
対象
場所

０～２歳までの親子５組
那賀川社会福祉会館２階
（那賀川町苅屋357番地１）※要予約
●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 ８月４日㈫ 10:00～11:00
参加費 1,500円
※赤ちゃんの飲み物、バスタオル１枚持参
●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 ８月７日㈮ 10:00～11:00
参加費 1,500円
問 RTA指定スクールRomaly 金光
（☎24－8710）へ

ストレスに打ち勝つ気の力
今の日本の統計によると、うつ病・閉じこ
もりの方があわせて100万人以上といわれ
ています。現代の最大の心の病に打ち勝つ、
気の力を学んでみませんか！
日時 ８月９日㈰ 10:00～11:30
場所 ひまわり会館 21世紀室
参加費 無料
問 健康ボランティア／元気になろう会 海斗
（☎090－1174－7457）へ

陸・海・空
自衛官候補生

一般曹候補生

折り紙博士の

折り紙講座（上級者向け）

行政書士による無料相談会
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。
日時 ８月22日㈯ 9:00～12:00
場所 ひまわり会館
相談内容 農地転用、建設業許可、開発許
可などの許認可手続き、相続など
問 徳島県行政書士会 徳島南部支部
（☎26－1157）へ

硬式テニス初心者講習会
対象 未経験者、初心者（高校生以上）
日時 ８月22日、29日、９月５日、12日、
19日、26日（すべて土曜日、全６回）
19:00～21:00
場所 県南部健康運動公園テニスコート
募集人数 20人程度
参加料 4,000円（６回分、保険料含む）
申込方法 ８月15日㈯までに、氏名、住所、
生年月日、電話番号を記入のうえ、電子メ
ールでお申し込みください。
※貸しラケットあります。
問 阿南市テニス協会初心者講習会責任者
田中（☎080－3164－6271）へ
e-mail anan.tennis@gmail.com

自衛官募集

ウミガメ観察60周年
記念誌を発行しました
昭和29年から始まったウミガメの上陸・
産卵調査に取り組んだ蒲生田小学校卒業生
などの関係者の方々から、エピソードや写
真を募り、過去の観察記録などとあわせて
記念誌を発行しました。１冊、1000円で
販売しますので、お問い合わせください。
申込方法 はがき、または電話でお申し込
みください。
問 ウミガメ観察60周年記念事業
実行委員会
〒779-1750 椿町蒲生田280番地
岡本憲治（☎33－1167）へ

簿記講座 受講者募集
中小企業の健全経営に向けての講座です。
日時 ９月２日㈬～12月16日㈬
毎週水曜日 18:30～20:30（全15回）
場所 阿南商工会議所 研修室
対象 初めて簿記を学ぶ方など
内容 日商簿記 3 級程度 定員 30人
受講料 毎月3,000円、申込金10,000円
※一定の要件を満たせば、申込金を返金
申込締切日 ８月18日㈫
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

第２回県南伝能ライブ
県南で活動する伝統芸能３団体が競演。
日時 ９月６日㈰ 13:30～15:30
（開場 12:30）
場所 コスモホール（情報文化センター）
出演・演目 丹生谷清流座「寿二人三番叟」
日和佐太鼓創作会「創作和太鼓」
中村園太夫座「壷坂観音霊験記」
入場料 無料
※満席の場合、入場制限あり
問 中村園太夫座 陶久
（☎090－1326－8998）へ
問 自衛隊阿南地域事務所（☎22－6981）へ

任期制の自衛官として任官する前に、自衛官として必要な基礎的教育訓練に専念するための制度で 身分 特別職国家公務員
す。各種教育訓練や職務を通じた技術の習得のほか、再就職に向け必要な資格の取得など、希望に 賞与 年２回（６月、12 月）
、
合わせたキャリアプランが描けます。
昇給：年１回
勤務地 各都道府県の駐屯地または基地
手当：
（月額）126,900円、任用一時金：176,000円、２士任官後支給（月額）161,600円
任期を満了した際には、２年間の勤務で約55万円（陸自）、３年間の勤務で約90万円（海、空自）、
など
２任期目で約139～144万円支給されます。
勤務時間 8:15～17:00
部隊の中核となる自衛官を養成する制度です。入隊後、教育課程や部隊勤務で知識や経験を積み、 休日等 週休２日制、祝日、年末年始
夏季休暇、年次有給休暇
２年９カ月以降、選考により曹へ昇任します。基礎知識はもちろん専門的な技能までじっくりと着
保険 団体生命保険、生命共済
実に身に付けながら自分のペースで成長することができます。
団体傷害保険、火災保険など
初任給：161,600円
※採用時の学歴・職歴等により異なります。

※陸・海・空の区分については、受付手続き時、任意に選択をしていただきます。

募集種目

自衛官候補生
（男・女）

受験資格

18歳以上
27歳未満

（日本国籍を

一般曹候補生 有するもの）
（男・女）

男子
女子

受 付 期 間
年間を通じて受付
８月１日㈯～
９月８日㈫

８月１日㈯～９月８日㈫

試 験 日
合 格 発 表
男子 受付時にお知らせします。 男子 試験時にお知らせし
女子 ９月25日㈮～29日㈫の
ます。
うち指定する１日
女子 11月６日㈮
１次 ９月18日㈮、19日㈯
２次 10月８日㈭～14日㈬の
うち指定する１日

１次
最終

10月２日㈮
11月13日㈮

試 験 内 容 等
筆記試験（国語、数学、社会および
作文）口述試験、適性検査、身体検
査
１次
２次

筆記試験および適性検査
口述試験および身体検査
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