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

阿波路探求
徳島ワンデーウオーク
「平等寺・轟神社」
日程 ３月13日㈰ ※小雨決行
集合 9:30 新野駅前
コース ▶５キロコース、▶ 10キロコー
ス（音坊山山頂へ登り、大根峠か
ら遍路道を下ります）
※10キロコースに参加の方は弁当を持参
してください。
参加料 600円（会員300円）
持参物 飲み物、健康保険証、雨具、杖な
ど
主催 NPO法人徳島県ウオーキング協会
問 羽っぴい歩こう会 西田
（☎23－1585）へ

楽しい英会話教室受講生募集
やさしい初歩の英会話をみんなで楽しく学
習しませんか。見学も受け付けしています。
日程 毎月第２・４火曜日
14:00～16:00
場所 ひまわり会館
※年間諸経費が必要です。くわしくは、お
問い合わせください。
問 楽しい英会話教室 松田
（☎090－8284－1743）へ

ドキュメンタリー
映画「蔦監督」
高校野球を変えた
男の真実
甲子園で伝説となった
池田高校・蔦 文也が映画でよみがえる！
日時 ３月13日㈰ ①10:00～②14:00～
場所 夢ホール（文化会館）
入場料 無料
問 あなんで映画をみよう会
（☎090－2788－5465）へ

淡島祭
日時 ３月13日㈰ 10:00～14:00
場所 淡島学園（西路見町）
内容 ▶アトラクション（ジャズダンス）
10:00～10:30
▶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～
※気軽に食べていただけるものを用意して
います。
※雨天決行
問 淡島学園（☎22－0379）へ

「八坂八浜」を歩こう
阿南少年剣道教室
少年少女剣士募集
見学大歓迎！体験入部できます。お気軽に
お問い合わせください。
対象 幼稚園年長以上の方
※学年、性別は問いません。
練習日程 毎週火、金曜日
19:00～21:00
場所 武道館（大潟町）
費用 １カ月2,000円
※入会金2,000円
指導者 剣道連盟阿南支部の先生方
問 阿南少年剣道教室 館長 須藤
（☎090－8975－2660）へ
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日程
集合

３月26日㈯ ※少雨決行
11:40 牟岐駅前
コース説明等終了後、出発
解散 15:30頃 浅川駅前
上りのJRで帰ります。
コース 牟岐駅～内妻海岸～鯖大師～大砂
海水浴場～浅川駅（約10キロ）
参加費 300円（阿南歩こう会会員200円、
小学生以下無料）
持参物 弁当、飲み物、健康保険証、雨具
など
※歩きやすい服装、滑りにくい靴でご参加
ください。
※万一の事故には、傷害保険（主催者加
入）の範囲内および応急処置以外の責任
は負いません。
問 阿南歩こう会 新川（☎22－3188）へ

ご存知ですか
中小企業退職金共済制度

行政書士による無料相談会

中小企業退職金共済制度は、
・国の制度だから安心
・掛金は全額非課税
・社外積立で管理も簡単
※くわしくは、ホームページをご覧ください。
問（独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
（☎03－6907－1234）へ
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

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 ３月26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
どについて
問 徳島県行政書士会 徳島南部支部
支部長 花野（☎26－1157）へ
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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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遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

若者ＵＰプロジェクト
就職につながるパソコン講座

カタツムリの自然観察と
辰砂遺跡見学参加者募集

日時
場所
内容

日本マイクロソフト㈱と協働したパソコン
講座でワードの基本操作を学びます。短期
集中でワードのパソコンスキルを身に付け
たい方にはぴったりの講座です。また予約
制で若者の就労相談も行っています。
対象 義務教育終了後15～39歳の無業の
方 ※学生不可
日時 3月15日㈫・16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）
定員 ５人
受講料 無料
申込締切日 ３月14日㈪
※要予約
問 とくしま地域若者サポートステーション
（☎088－602－0553）へ

加茂谷に生息する希少カタツムリの自然観
察と辰砂採掘の若杉山遺跡見学に参加しま
せんか。専門家が解説します。
日時 3月21日（振休）8:30～受付、9:00
出発、11:30現地解散（雨天中止）
集合場所 旧大井小学校（大井町）
ルート 大井町～水井橋～水井町若杉の林
道を歩く。片道約２㎞（45 分）
定員 先着30人 ※要申込
参加費 無料
※歩きやすい服装、滑りにくい靴でご参加
ください。
※万が一の事故（応急処置以外）の責任は
負いません。
主催 加茂谷元気なまちづくり会
問 加茂谷公民館（☎25－0113）
、
直通（☎090－3187－7640）へ

３月12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

在住外国人のための日本語教室
日時

４月３日㈰～９月18日㈰
毎週日曜日 9:00～11:30
場所 富岡公民館
教材 「みんなの日本語Ⅰ・Ⅱ」
（各2,700円税込）を各自で準備
申込方法 電話または電子メールでお申し
込みください。
※日本語指導ボランティアを同時に募集し
ます。
※スペイン語、中国語、英語教室も開催し
ています。
問 阿南市国際交流協会
（☎44－6652）へ
himawari_aia_2012@yahoo.co.jp

第17回 こころの健康電話相談
心にかかわる心配事のある人なら、どなた
でもご相談いただけます。経験豊かな臨床
心理士がお話をおうかがいします。
日時 ３月６日㈰ 9:00 ～ 17:00
電話番号 088－687－6623
内容 心にかかわる心配事（仕事、学校、
家庭など）の相談
※相談は無料ですが、通話料がかかります。
問 徳島県臨床心理士会事務局
（☎088－687－6317）へ

第24回新野高校クリーン
ウオークラリー参加者募集
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18日㈮ 8:45～12:30
（集合 8:30までに新野高校）
場所 新野町から福井町にぬける遍路道
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 新野高等学校 特別活動課 青木
（☎36－3215）へ

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集

春休みバウンドテニス教室
参加者募集

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６日㈮～10月28日㈮
対象 公共職業安定所に求職の申し込みを
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１日㈫～４月４日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

対象

富岡西高校吹奏楽部
第17回定期演奏会
日時 ３月 28 日㈪ 18:30開演（18:00開場）
場所 夢ホール（文化会館）
内容 2016 年度吹奏楽コンクール課題曲、
コンサートマーチ ｢アルセナール｣、
富西メドレーなど
入場料 300円
問 富岡西高校（☎22－0041）へ

小学生以上の方ならどなたでも
※小学３年生以下は保護者同伴
日程 ３月25日㈮、30日㈬、
４月１日㈮、６日㈬（全４回）
※４月分の日程については予定
10:00～12:00（9:50集合）
※できるだけ 4 日間通してご参加ください。
場所 スポーツ総合センター
（サンアリーナ）
定員 20人程度（先着順）
参加費 ４回400円（保険料）
持参物 体育館シューズ、飲み物、タオル
申込方法 ３月22日㈫までに氏名、年齢
（学年）、電話番号を記入のうえ、
はがきまたはファクシミリでお
申し込みください。
問 〒774‐0042 横見町高川原101番地1
阿南市バウンドテニス協会事務局 戸井
（☎・FAX49－1785）へ

春のわくわく
キッズキャンプ
４月「春のわいわい
ピクニック！」
ピクニックやワカメ狩りなど盛りだくさん
の内容です。
対象 小学生の方
（新1年生～6年生）
日程 4月2日㈯～3日㈰
（1泊2日）
場所 YMCA阿南国際海洋センター
参加費
①現地集合・解散 11,340円
②道の駅なかがわ集合・解散 12,420円
定員 25人程度
申込方法 電話でお申し込みください。
申込期間 ３月１日㈫～定員に達するまで
※野外での活動が中心になりますので、
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

自衛隊一般・歯科・薬剤科幹部候補生を募集します
ベビー
マッサージ
教室
赤ちゃんとふれあって、楽しくコミュニケ
ーションをとりましょう！
対象 ０～２歳の親子５組
日時 ３月９日㈬ 10:00～11:00
場所 那賀川社会福祉会館２階
参加費 1,500円
持参物 バスタオル１枚、赤ちゃんの飲み
物（母乳も可）
※要予約
問 RTA指定スクール Romaly 金光
（☎24‐－8710）へ

試
受付期間

資格

試験

情

報

３月１日㈫～５月６日㈮

そ
身

22歳以上26歳未満

一

般

歯

科

20歳以上30歳未満かつ専門の大学卒業者（見込含）

薬剤科

修士課程修了者（見込含）は28歳未満

の

他

分 特別職国家公務員
入校後、約１年間の教育で３等陸・海・空尉

待

遇 薬剤科、院卒者試験合格者は２等陸・海・空尉
歯科は約６週間の教育で２等陸・海・空尉へ

20歳以上28歳未満かつ専門の大学卒業者（見込含）

入

１次試験

５月14日㈯

その他 他企業・他公務員試験等と併願も可能です。

２次試験

６月14日㈫～17日㈮のうち、指定日および指定場所

試験 １次試験
内容 ２次試験
合格
発表

験

松茂町海上自衛隊基地

筆記試験（一般教養、専門）
小論文試験、口述試験、身体検査

１

次

６月３日㈮

最

終

８月５日㈮

校 平成29年３月下旬～４月上旬頃予定

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。
問い合わせは
自衛隊阿南地域事務所（☎22−6981）へ
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