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

平成28年度
国家公務員採用試験
採用試験のうち、８月から受け付けする試
験を掲載しています。
院卒者試験・大卒程度試験
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３日㈬～22日㈪
第１次試験日 ９月25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25日㈭～９月5日㈪
●郵送または持参 ８月25日㈭～29日㈪
第１次試験日 10月29日㈯、30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

阿南高専公開講座
折り紙博士の折り紙講座
（上級者向け）
対象 中学生以上の方
日時 10月２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、材料費を含む）
定員 20人（先着順）
申込期間 ８月16日㈫～26日㈮
申込方法 申込期間中に、電話でお申し込
みください。
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

働き方・休み方改善コンサル
タントのご案内
徳島労働局雇用環境・均等室では、
「働き方・
休み方改善コンサルタント」を配置し、労
働条件の改善を図りたい事業主等の相談に
無料で応じています。
労働時間制度の活用や日々の業務を見直し
て無駄な残業を削減し、法律の規定を活用
した年次有給休暇の取得推進などを行い、
ワークライフバランスを改善することで、
労働者が働きやすくなり、優秀な人材の採
用や確保がしやすくなるほか、企業に活力
が生まれることで、業績が改善することを
期待できます。
問 徳島労働局 雇用環境・均等室
（☎088－652－2718）へ
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●夏のわくわくキッズキャンプ
「夏だ！海だ！マリンスポーツ！」
カヤックやカヌーで大きな海で大冒険！お
友達と一緒にキャンプをしよう！
日程 ８月22日㈪～23日㈫（１泊２日）
対象 小学１～６年生（定員：25人程度）
参加費 11,340円（現地集合解散）、
12,420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

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集
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３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１日㈪～９月５日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ

動かせ心、つなげ人、地域の輪になるスポーツクラブ

総合型地域スポーツクラブ

８月は「電気使用安全月間」です

たちばな海遊祭り
日時
場所
内容

赤ちゃんとママのふれあい講座
開催日 ８月５日㈮
●親子のふれあい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！
時間 10:00～10:45
●赤ちゃんのお肌を健やかに♪
ベビースキンケア教室
０歳から始める紫外線対策！赤ちゃん用日
焼け止めクリームの選び方もお伝えします。
時間 11:00～11:45
〈共通事項〉
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
参加費 1,500円
持参物   赤ちゃんの飲み物（母乳可）、バ
スタオル1枚
※要予約
問 RTA指定スクールRomaly 金光
（☎24－8710）へ

YMCA イベント
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。

水気のあるところで使う洗濯機、衣類乾燥
機、食器洗い機、屋外で風雨にさらされる
エアコンの室外機、庭園灯、高電圧の電気
を使う電子レンジなどには、必ずアース線
を取り付けましょう。
アース線は、電気機器が万一漏電したとき、
漏れた電気を大地に流してくれるので、感
電の危険が減少できます。
問 一般財団法人四国電気保安協会
徳島支部（徳島南事業所）
（☎22－8177）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時
場所
内容

８月13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

くらしのサポーター募集中！
行政から発信される消費者情報を周りの消
費者（家族、友人、近所や職場など）に広
めたり、周りの消費者の相談を行政につな
ぐなどのボランティア活動をする18歳以
上の方と団体を募集しています。
問 徳島県消費者情報センター
張、長谷（☎088－623－0612）へ
（水曜日、祝日、年末年始を除く）
http://www.pref.tokushima.jp/shohi

８月７日㈰ 10:00～14:00
中浦緑地公園（橘町）
ぴちぴちつかみ取り（魚がなくなり
次第終了）、橘湾クルーズ（橘湾内
を約１時間周遊／料金：大人1,000
円・子ども500円／定員になり次第
締め切り）、○╳クイズ（豪華景品
有り）、ステージイベント、模擬店
など
問 たちばな海遊祭り実行委員会
森本（☎090－3185－2850）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。
日程 ９月７日㈬～12月21日㈬の期間
原則毎週水曜日 18:30～20:30
場所 阿南商工会議所 研修室
対象 初めて簿記を学ぶ方等
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19日㈮
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

中国語教室参加者募集
日程

９月１日㈭から毎週木曜日
19:00～21:00
場所 富岡公民館 小会議室
内容 中国語 初級講座
参加費 １カ月3,000円
申込方法 電話または電子メールでお申し
込みください。
※英語教室、日本語教室の参加者も随時募
集しています。
問 阿南市国際交流協会（☎44‐6652）へ
e-mail:himawari_aia_2012@yahoo.co.jp

長生スポーツクラブ参加者募集！
みんなでつくるスポーツクラブ
教室案内 ▶ジュニアバレーボール（毎週
木 曜 18:00 ～ 20:00、 毎 週 土 曜 9:00 ～
11:30）▶ソフトバレーボール（毎週火曜
17:30～19:00）▶一般・ママさんバレー
（毎週火曜20:00～22:00）▶卓球（毎週
日曜9:00～12:00）
場所 長生小学校体育館
対象 どなたでも参加できます
問 秋本（☎090－3460－3409）または
スポーツ振興課（☎22－3394）へ

地域と共生する
杜のホスピタル
文化活動
●マンドリンコンサート
日時 ８月４日㈭ 14:00～
場所 杜のホスピタル OT ホール
出演 羽ノ浦中学校マンドリン部
●ゆく夏をJAZZ で
日時 8月24日㈬ 14:00～
場所 杜のホスピタル OT ホール
出演 藤本 忍＆エモーション
※催しはすべて入場無料です。
問 医療法人杜のホスピタル リハビリテー
ション課 石川（☎22－0218）へ

商業活性化セミナー
「お客さま」「お店」「地域」
三方よしの得する街のゼミナール

第 6 回阿南まちゼミ受講者募集
阿南市内の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」を開催しま
す。ぜひ、ご参加ください。
開催期間 ８月８日㈪～９月30日㈮
申込期間 8月1日㈪～受付開始
※折り込みチラシをご覧のうえ、各店舗に
電話でお申し込みください。
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ
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B&GセンターのPR映像や
ポスター作品を募集
「B＆G PR大賞」として、海洋センターや
クラブをPR する作品を募集します。
テーマ 「海洋センター・クラブ自慢」
部門 ①PR映像
②キャッチコピー入りポスター
賞 ①最優秀賞１点（副賞10万円）、優秀
賞10点（副賞２万円）②最優秀賞１
点（副賞３万円）、優秀賞10点（副賞
１万円）
※審査結果は平成29年１月中旬に発表
募集期間 ８月１日㈪～10月21日㈮
※応募方法等くわしくは、「B＆G財団」ホ
ームページをご覧いただくか、お問い合
わせください。
問 スポーツ振興課（☎22－3394）へ

硬式テニス初心者講習会
対象

高校生以上で、未経験者、初心者お
よび初級者
日程 ８月20日㈯、27日㈯、９月３日㈯、
10日㈯、17日㈯、24日㈯（全６回）
19:00～21:00
場所 徳島県南部健康運動公園
テニスコート
定員 20人（先着）
参加料 4,000円（６回分。保険料含む）
申込方法 ８月13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

夢ホール
市民協議会
夢つくりあなん
からのお知らせ
●ボランティアの募集
夢ホールで行う夏のイベントをお手伝いく
ださい。
対象 高校生以上の方
日時 ８月27日㈯、28日㈰ 11:00～16:00
場所 文化会館 夢ホール、ホワイエ
内容 ▶みんなでピアノ物語（アナウンス
と花束渡し係）▶手工芸品チャリテ
ィーマーケット
（レジ係と募金受付）
募集人数 各日５人程度
●手工芸品チャリティーマーケット
ハンドメイド作品の展示販売。売り上げの一
部は「24時間テレビ」募金に寄付します。一
点もののかわいい作品を見つけてください。
日程 ８月27日㈯、28日㈰ 12:30～15:30
場所 文化会館 ホワイエ
内容 つまみ細工、陶芸、布小物、アクセ
サリー、消しゴムはんこ、トールペ
イント、畳へりバッグ、和服リフォ
ームなど
問 ＮＰＯ法人夢ホール市民協議会夢つく
りあなん（☎23－5599）へ

日本女性会議2016秋田大会の
ご案内
日程
費用

10月28日㈮～30日㈰
大会参加費 3,500円
交流会費 5,000円
申込締切日 8月25日㈭
問 日本女性会議2016秋田実行委員会事務局
（☎018－888－5650・
FAX018－888－5651）へ

自衛官採用試験案内
自衛官候補生
（任期制自衛官
のコース）
身

分

応募資格

試験会場

航空学生
（海･空自衛隊のパイ
ロットを養成する
コース）

特別職国家公務員
18歳以上27歳未満の男女

受付期間
試 験 日

一般曹候補生
（部隊の中核となる自
衛官を養成するコー
ス）

高卒、21歳未満の男女

９月８日㈭まで（志願書類の提出）
男子９月中旬頃
女子９月下旬頃

１次試験
９月16日㈮ ･17日㈯の
１日

1次試験
９月22日㈭

各種目とも徳島航空基地（徳島県板野郡松茂町）で実施します。

採用説明会を８月６日㈯10:00から阿南地域事務所（富岡町内町164内町会館
１階）で実施予定です。事前に電話予約が必要です。
問 自衛隊阿南地域事務所（☎22－6981）へ
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