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@anan.i-tokushima.jp

平成29年度国家公務員採用試験

蒲生田海岸ボランティア募集

採用試験のうち、６月に受け付けする試験
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19日㈪～28日㈬
●郵送または持参 ６月19日㈪～21日㈬
第１次試験日 ９月３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

KITT の会（K－蒲生田 Ｉ－伊島 Ｔ－
椿 Ｔ－椿泊）と椿町中学生、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４日㈰9:00～11:00※小雨決行
場所 蒲生田小学校（現地集合・解散）
※熱射病予防として「帽子」をご用意くだ
さい。軍手、飲み物、ビニール袋は主催
者が用意します。
問 阿南市KITT賞賛推進会議
湯城 （☎090－2789－1004）へ

手工芸品
チャリティマーケット
出店者募集
開催日

８月19日㈯、20日㈰
11:00～15:30
場所 文化会館 ホワイエ（ロビー）
募集期間 ６月１日㈭～７月18日㈰
定員 15組（先着順）
参加費 500円
※売り上げの一部を「24時間テレビ」募
金に寄付します。
問 NPO法人夢ホール市民協議会
夢つくりあなん（☎23－5599）へ

高齢者お世話センターから
認知症カフェ等の開催のご案内
■阿南中部高齢者お世話センター
ほっこりカフェ
日時 ６月７日㈬ 13:30～15:30
場所 見能林町南林30番地１ 地域密着
型特別養護老人ホーム 双葉の丘
対象 阿南市在住の方はどなたでも参加で
きます。
内容 オカリナグループ「たんぽぽ」によ
る演奏を聴いて、ほっこりしたひと
時を過ごしましょう。
※参加費無料。申し込みは不要です。
問 阿南中部高齢者お世話センター
（☎23－3728）または双葉の丘
（☎23－2882）へ
■阿南東部高齢者お世話センター
キムラの交流広場
～支え合いの輪を広げよう～
日時 ６月15日㈭ 13:30～15:00
場所 横見町高川原29番地１
有限会社ライフサポートキムラ
対象 阿南市在住の方はどなたでも参加で
きます。
内容 「介護保険 小規模多機能型居宅介
護って何？」認知症の方と家族会世
話人等による相談会や体験会
※参加費１人100円（お茶・おやつ代）
申し込みは不要です。
問 ライフサポートキムラ（☎23－5031）へ
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NAKAGAWA-FAM!
祭りVol.6
那賀川町飲食店による飲食ブ
ース、総勢26組の県内外で
活躍中のハンドメイド作家に
よる作品販売& ワークショップブース。掘
り出し物いっぱいのフリーマーケット。キ
ッズ向けイベント絵画造形教室「アトリエ
ミズイロ」による『大きな絵をみんなで描
こう』など盛りだくさん！那賀川町で楽し
んじゃおう！
日時 ６月11日㈰ 10:00～16:00
場所 那賀川社会福祉会館
※入場無料。駐車場あり。
問 NAKAGAWA-FAM ！春野
（☎090－4339－6702）へ

■阿南北部第１、北部第２高齢者お世話セ
ンター はのうら なかがわ 羽那カフェ
日時 ６月20日㈫ 13:00～15:00
場所 那賀川町苅屋357番地１
那賀川町老人福祉センター
対象 阿南市在住の方はどなたでも参加で
きます。
内容 認知症の方やその家族、地域の方が
集まってゆっくりと過ごしていただ
きます。認知症や健康、介護に関す
る相談も受け付けています。
※参加費１人100円（飲み物・菓子つき）
申し込みは不要です。
問 阿南北部第１高齢者お世話センター
（☎42－2900）または阿南北部第２高
齢者お世話センター（☎44－6836）へ
■阿南西部高齢者お世話センター
ほっと長生オレンジカフェ
日時 ６月21日㈬ 13:30～15:30
場所 長生町西方59番地
特別養護老人ホーム ライフイン長生
対象 物忘れが増えてきたなど日頃不安を
感じている方、認知症と診断された
方、認知症の家族を介護されている
方
内容 ミュージック・ケア＆茶話会
講師 日本ミュージック・ケア協会認定ケ
アワーカー 阿部浩子さん
※参加費無料。申し込みは不要です。
問 阿南西部高齢者お世話センター
（☎23－5046）

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

阿南法人会主催
辻井 いつ子さん講演会
阿南法人会では、第５回通常総会を記念し
てピアニスト辻井伸行さんの母 辻井いつ
子さんによる講演会を開催します。
日時 ６月９日㈮ 15:30～17:00
場所 ホテル石松（富岡町）
演題 「明るく、楽しく、あきらめない生き方」
定員 100人 入場料 無料
申込締切日 ６月５日㈪
問 公益社団法人 阿南法人会
（☎23－1055）へ

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時
場所
内容

６月10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無料相談
問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
（☎088－679－4440） ※土・日曜日
は花野（☎090－3787－0305）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17日㈯ 9:30～12:00
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

「夏のファミリー
デイキャンプ」
開催！
【随時受付！】
夏のファミリーデイキャンプは２回開催を
予定しています！
週末は海へ遊びに行きませんか？
日時 ①カヌー体験：６月25日㈰
＜日帰り＞ 10:00～15:00
②ヨット体験：７月９日㈰
＜日帰り＞ 10:00～15:00
※天候でプログラムを変更する場合有り
場所 ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター
参加費 中学生以上 3,500円（税込)
小学生・幼児2,500円（税込）
（昼食代含む）
持参物 屋外での活動が中心となります。
季節に合わせた動きやすい服装をお選びく
ださい。軍手（綿100％）、水筒、帽子、
水着、濡れてもよい服（上下）、レインコー
ト（防寒着）、ウォーターシューズ（サン
ダル不可）、タオル、着替えなど
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

第11回オカリナグループ
「たんぽぽ」コンサート
日時 ６月25日㈰ 14:00～
場所 コスモホール（情報文化センター）
入場料 500円
演奏曲目 夢街道、四万十川、いい日旅立
ち、恋のバカンスほか
問 オカリナグループたんぽぽ 庄野
（☎42－3022）へ

ポリテクセンター
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）
８月１日㈫～平成30年１月31

訓練期間
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３日㈪
問 ポリテクセンター徳島（☎088－654
－5102）へ ※平日9:00～17:00

阿南高専公開講座
●作って体験！
エネルギーを生み出す先端材料
日時 ７月22日㈯ 10:00～15:00
場所 阿南高専 創造テクノセンター棟
２階 セミナー室
対象 中学生（本講座未受講者に限る）
※保護者参観可 定員 ８人
申込期間 ６月５日㈪～16日㈮
●やってみようデンプンで化学体験！
日時 ７月23日㈰ 9:00～12:00
場所 阿南高専 分析化学実験室
対象 小学４～６年生、中学生 定員 10人
申込期間 ６月５日㈪～16日㈮
●電子工作セミナー
はじめてのスピーカー・アンプ作り
日時 ８月５日㈯ 13:00～17:00
場所 阿南高専 専攻科棟２階
電気制御システム工学実験室１
対象 中学生※保護者参観可 定員 ５人
申込期間 ６月19日㈪～30日㈮
●ザリガニロボットを作って遊ぼう
日時 ８月６日㈰ 9:00～12:30
場所 阿南高専 物理実験室
対象 小学４～６年生※保護者同伴
定員 10人
申込期間 ６月19日㈪～30日㈮
〈共通事項〉
受講料 無料（ただし傷害保険料が必要）
申込方法 申込期間中に往復はがきでお申
し込みください。
問 〒774‐0017 見能林町青木265番地
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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親子で楽しむ♪ミュージックケア

たんぽぽまつり

親子で体を動かして、楽しく音楽にふれて
みよう！
日時 ６月25日㈰ ①11:00～②14:00～
場所 Waンダーホール
対象 幼児とその保護者
定員 各回25組（先着順）
講師 日本ミュージック・ケア協会
阿部浩子さん
申込方法 電話またはスタッフまでお申し
込みください。

日時

問 J パワー＆よんでんWa ンダーランド
（☎34－3251）へ

第８回 阿南の夏まつり
ごみゼロ大作戦ボランティア募集
阿南の夏まつり期間中に、「ごみゼロ大作
戦」を実施します。この活動は、夏まつり
のイベントとして定着し、環境美化の活動
として多くの地域市民の皆さまからご理
解・ご支援をいただいています。ボランティ
アのご協力をよろしくお願いします。
日時 ７月21日㈮～23日㈰
前半
後半

18:30～20:30
（先着、各日40人まで）
20:30～22:00

場所 富岡商店街周辺
申込締切日 ７月３日㈪
申込書 阿南商工会議所ホームページをご
覧いただき、お問い合わせくださ
い。
e-mail:anancci@anancci.or.jp
問 阿南商工会議所女性会事務局
（☎22－2301、FAX23－5717）へ

阿南まちゼミ参加店舗募集!
「阿南まちゼミ」説明会開催
「まちゼミ」は、個店のＰＲ・新規顧客の
開拓・売上にもつながり、経営改善や従業
員の育成にも効果を上げてまいりました。
「まちゼミ」とは、店主が講師となって、
プロならではの専門的な知識や情報、コツ
を無料でお客様にお伝えする少人数制のゼ
ミです。あなたのお店も「まちゼミ」を実
施してみませんか？参加店説明会を開催し
ますので、ぜひお越しください。
日時 ６月８日㈭ 18:30～19:30
場所 阿南商工会議所３階 研修室
申込締切日 ６月７日㈬
申込書 阿南商工会議所ホームページをご
覧いただき、お問い合わせくださ
い。
e-mail:anancci@anancci.or.jp
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

６月４日㈰
10:00～14:00
場所 那賀川公民館
内容 利用者手作り作品展示・即売、模擬
店、アトラクション、不用品バザー
※不用品バザーの品物（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

大野パッチワーク
キルト展
日時 6月24日㈯、25日㈰ 9:00～17:00
場所 下大野町東部分館
（下大野町八幡神社前）
内容 県展・市美術展入選入賞作品ほか、
タペストリー（全会員出展）
、袋物・
小物多数の展示
※ミニ講習会「ほっと手を出したくなるミ
ニポーチ」も開催します。
問 清原（☎090－8697－0077）へ

放送大学10月生募集
平成29年度第２学期の学生を募集してい
ます。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、情報、自
然科学など、約300の幅広い授業科目があ
り、1科目から学ぶことができます。
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

Cuerdas del sur コンサート
日時
場所
出演

６月17日㈯ 14:00～
杜のホスピタル
アルパ奏者 岩佐しおり
フローレスデュオ フレディ・フロ
ーレス、ヘスス・フローレス
問 杜のホスピタルリハビリテーション課
（☎22－0218）へ

とどろの滝
（牟岐町）
ウオーク
日程

６月17日㈯ ※小雨決行
11:30～16:00頃 辺川駅集合・解散
コース 旧鬼ヶ岩屋（昼食、休憩）を経由
～「とどろの滝」を折り返す約７
キロのコース※登り、下りあり。
交通 ＪＲ→往路10:48阿南駅（11:38辺
川駅）
、 復 路 16:09 辺 川 駅
（17:06阿南駅）
車→国道55号線沿いで案内します。
持参物 弁当、飲み物、健康保険証、雨具等
※歩きやすい服装、滑りにくい靴でご参加
ください。傷害保険には加入しています
が、保険適用外の事故等は責任を負いま
せん。
問 阿南歩こう会 新川
（☎22－3188）
へ
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