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28年度
国家公務員採用試験

▼

▼

▼

採用試験のうち、6 月から受け付けする試
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20日㈪～29日㈬
●郵送または持参 ６月20日㈪～22日㈬
第１次試験日 ９月４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

阿南法人会主催
「前園真聖さん」
講演会
第 4 回通常総会を記念して日本代表主将
としてアトランタオリンピック出場の元サ
ッカー選手前園真聖さんによる講演会を開
催します。熊本地震の被災地を支援する募
金にご協力お願いします。
日時 ６月14日㈫ 15:00～16:30
場所 ロイヤルガーデンホテル（富岡町）
演題 「第二の人生の歩き方」
定員 100人
入場料 無料
申込締切日 ６月７日㈫
問 公益社団法人阿南法人会
（☎23－1055）へ

阿南高専公開講座
●レーザでつくってあそぼう、どうぶつし
ょうぎ !!（定員６人）
対象 小学１～４年生（保護者同伴も可）
日時 ７月24日㈰ 9:00～12:00
場所 阿南高専 実験実習工場
申込期間 ６月13日㈪～24日㈮
●作って体験！エネルギーを生み出す先端
材料（定員８人）
対象 中学生
日時 ８月６日㈯ 10:00～15:00
場所 阿南高専創造テクノセンター２階
寄附講座教員室
申込期間 ６月20日㈪～７月１日㈮
●ザリガニロボットを作って遊ぼう
（定員10人）
対象 小学４～６年生（保護者同伴）
日時 ８月７日㈰ 9:00～12:30
場所 阿南高専管理棟２階 物理実験室
申込期間 ６月20日㈪～７月１日㈮
〈共通事項〉
申込方法 申込期間中に、電話で申込。
受講料 無料（傷害保険料が必要）
問 阿南工業高等専門学校総務課
企画情報係（☎23－7215）へ
※土、日曜日を除く8:30～17:00
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徳島県「小４～６年生」の
保護者向け家庭教育セミナー
日時

６月５日㈰

10:30～13:00
（10:00開場）
場所 コスモホール（情報文化センター）
対象 徳島県の小学校高学年児童の保護者
をはじめ、その他の学年の保護者の方
内容 １部 県教育委員会講演「これから
の学校の授業はどう変わっていくの？」、
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？何がで
きるの？」※参加無料。申込み不要。
問 徳島新聞社事業部
（☎088－655－7331）へ

まちゼミ参加店募集！
「阿南まちゼミ」説明会開催
今、全国で商店街をにぎわせている「まち
ゼミ」をご存知ですか。「まちゼミ」は新
しい顧客と出会い、個店の魅力を知っても
らい、喜んでいただく事業です。店舗を営
む店主の皆さん、一度説明会にお越しくだ
さい。
日時 ６月２日㈭ 18:30～19:30
場所 阿南商工会議所３階 研修室
問 阿南商工会議所 野村
（☎22－2301）へ

手工芸品チャリティー
マーケット
売り上げの20％をチャリティー募金に寄
付していただきます。出品は本人の手作り
品に限ります。
開催日 ８月27日㈯、28日㈰
12:30～15:30
場所 文化会館 ホワイエ（ロビー）
参加費 1組につき500円
※１組１テーブル（３人がけの会議机）
定員 15 組（先着順。定員に達し次第締切）
募集期間 ６月１日㈬～７月25日㈪
申込方法 所定の用紙に必要事項を記入の
上、参加費を添えて申込。
〈打ち合わせ会〉
日時 ８月６日㈯ 10:30～12:00
場所 文化会館１階 ラウンジ
問 ＮＰＯ法人夢ホール市民協議会
夢つくりあなん（☎23－5599）へ

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 ６月18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 徳島南部支部支部
長 花野（☎26－1157）へ

たんぽぽまつり
日時
場所
内容

６月５日㈰ 10:00～14:00
那賀川公民館（旧今津公民館）
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

阿南市の認知症専門医による
認知症講演会
認知症は誰もが発症する可能性のある身近
な病気です。認知症講演会に参加して、認
知症についての正しい知識と理解を深めま
せんか。認知症の方にとっても周囲の方に
とってもより生活しやすい阿南市にしてい
きましょう。皆さんお繰り合わせのうえ、
ご参加ください。
日時 ７月９日㈯ 14:00～15:30
場所 富岡公民館２階 大ホール
演題 「認知症を理解しよう」
講師 ファーストケアチーム（阿南市認知
症初期集中支援チーム）専門医
岩城クリニック 医師 兼田康宏さん
※入場無料
問 介護・ながいき課（☎22－1793）へ

「東部自然公園」を歩こう
日程
集合

６月18日㈯ ※小雨決行
9:30 大和の郷駐車場
準備体操等終了後、出発
解散 大和の郷に帰り次第解散
コース 大和の郷～王子山古墳群～東部自
然公園～皇子神社～ケーズデンキ～学原原
建材～大和の郷（約 7 キロ）
参加費 100円（小学生以下無料）
持参物 飲み物、雨具、健康保険証など
※歩きやすい服装、すべりにくい靴でご参
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

海上自衛隊徳島教育航空群
ふれあいコンサート
日時 ６月26日㈰ 14:00～（13:00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。
問 海上自衛隊徳島教育航空群司令部
広報室（☎088－699－5111）へ

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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第７回阿南の夏まつり「ごみゼ
ロ大作戦」ボランティア募集

オカリナグループ
たんぽぽ10周年記念コンサート

阿南の夏まつりでは、美しいまち阿南をめ
ざし、今年度も「ごみゼロ大作戦」を実施
します。ご協力をお願いします。
日時 7月22日㈮～24日㈰
前半18:30～20:30 後半20:30～22:00
場所 富岡商店街周辺（牛岐城趾公園東口広
場、牛岐城趾公園、松屋理容店横、富岡西郵便局）
申込方法 阿南商工会議所までお電話いた
だ く か、 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.
anancci.or.jp/）をご覧ください。
申込締切日 ７月６日㈬
問 阿南商工会議所女性会事務局
（☎22－2301）へ

日時 ６月26日㈰ 14:00開演
場所 コスモホール（情報文化センター）
入場料 500円 内容 こころ・笑顔ほか
問 たんぽぽ 庄野（☎42－3022）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 ８月１日㈪～平成29年１月31
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４日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時
場所
内容

６月11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

羽ノ浦少年剣道教室
少年少女剣士募集
体験・見学大歓迎！初めは、剣道の基本稽
古で１時間程度からですので、いつでも見
学にお越しください。女性の指導者もいま
すので、女の子も大歓迎です。お気軽にお
問い合わせください。
対象 年長～小学６年生までの方
練習日 毎週火、金曜日 19:00 ～
練習場所 羽ノ浦中学校 武道館
会費 月2,000円
※稽古着、防具などの貸出があります。
問 羽ノ浦少年剣道教室 加藤
（☎090－4971－3239）へ

花しょうぶを楽しもう
農村環境保全活動により作付けされた、花
しょうぶ、タチアオイ、パンジー、アジサ
イなどをお楽しみください。
場所 羽ノ浦町中庄上ナカレ18番地1
羽ノ浦環境改善センター近く
期間 ６月下旬頃まで
問 那賀川北岸地域広域保全協議会
（☎24－8318）へ

放送大学10月生募集
平成28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、
ラジオ、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。※資料は無料贈呈
出願期間 ９月20日㈫まで
問 放送大学徳島学習センター
（☎088－602－0151）へ

蒲生田海岸ボランティア募集
ＫＩＴＴの会（Ｋ－蒲生田 Ｉ－伊島 Ｔ
－椿泊 Ｔ－椿）と椿町中学校・椿住民の
方たちで蒲生田岬から蒲生田小学校までの
海岸の清掃活動を行います。一緒に清掃活
動をしてくださる方を募集します。
日時 6月12日㈰ 9:00～11:00少雨決行
集合場所 蒲生田小学校
準備物 熱射病予防として「帽子」をご用
意ください。
※現地集合、現地解散でお願いします。
問 阿南市ＫＩＴＴ賞賛推進会議 湯城
（☎090－2789－1004）へ

「オレンジカフェ富岡・健康まつり」
今回のオレンジカフェ富岡は、健康まつり
とのコラボです！簡易健康チェックをして
いただき、オレンジカフェ富岡でリラック
スしてみませんか！
日時 ６月22日㈬ 13:30～15:30
場所 富岡公民館２階 大ホール
参加費 100円（お茶またはコーヒー付）
検査項目 身長、体重、血圧、体組織、骨
量計測、血管年齢など
持参物 健康手帳をお持ちの方は持参
問 富岡公民館（☎22－1028）へ

親子のふれあい
ベビーマッサージ教室

こどものための
おんがくかい

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！
日時 ６月８日㈬ 10:00～11:00
場所 那賀川社会福祉会館２階
対象 ０～２歳までの親子５組
参加費 1,500円
持参物 バスタオル１枚、赤ちゃんの飲み
物（母乳可） ※要予約
問 ＲＴＡ指定スクールRomaly 金光
（☎24－8710）へ

日時 ６月11日㈯ 14:30～15:10
場所 文化会館 視聴覚室
出演 福井麻衣（ハープ。パリ国立高等音
楽院修士課程ハープ科首席卒業。パリ国際
ハープコンクール優勝ほか）
演奏曲 火の踊（ワトキンズ）
、ありのま
まで（「アナと雪の女王」より）ほか
入 場 料 700円
（当日800円）
、 ペ ア1300
円（当日1500円）※０〜３歳は無料
チケット販売場所 文化会館、黒崎楽器ほか
問 ＮＰＯ法人夢ホール市民協議会
夢つくりあなん（☎23－5599）へ

歩き遍路にノルディック・ウ
オークでチャレンジ１
日時 ６月19日㈰ 受付 8:00〜
集合 ＪＲ新野駅前 ルート ＪＲ新野駅前
～平等寺～大根峠～道の駅①～ロープウェイ～
太龍寺～ロープウェイ② Ⓢ（いってらっしゃい
コース）ＪＲ新野駅前〜平等寺〜大根峠入口
参加費 500円、ポール１組貸出300円（マ
イポールある方は持参）、①②バス代500
円、ロープウェイ片道1,300円
持参品 飲み物、手袋、紫外線よけ、薄着
の重ね着、昼ごはん、行動食、雨よけほか
申込方法 電話またはファクスで申込。
問 とくしまノルディック・ウオーク協会
（☎088－669－6223、FAX088－642－5003）へ

高校生のための英語活動ひろばＡＣＥ
学校で習った文法の知識を総動員して、Ａ
ＬＴたちと英語活動してみませんか。学校の
授業では実践しにくい、さまざまな種類の
アウトプット活動に、みんなで楽しく取り組
んでいます。
「英語が通じる喜び」を感じて
ください！一人での参加も大歓迎です。
日時 ６月12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）
（19:00以降）へ
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