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。９月号の締め切りは７月31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

阿南高専公開講座

採用試験のうち、7月に受け付けする試験
を掲載しています。
試

験

名

刑務官
海上保安学校学生
皇宮護衛官
（高卒程度試験）
入国警備官

受付期間

第１次
試験日

９月17日㈰
●インターネット
７月18日㈫～
27日㈭
●郵送または持参 ９月24日㈰
７月18日㈫～
20日㈭

航空保安大学校学生

※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

地域経済講演会
日本でいちばん大切にしたい会社とは？
～価値ある会社に学ぶ人づくり・ものづく
り～
日時 ７月12日㈬ 16:00～18:00
場所 ホテル石松
講師 法政大学大学院政策創造研究科
教授 坂本光司さん
定員 100人（先着順）
参加費 無料
申込締切 ７月７日㈮までにご連絡くださ
い。くわしくは阿南商工会議所ホームペー
ジをご覧ください。
問 阿南商工会議所
（☎22－2301、FAX23
－5717）へ

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時 ７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
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

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練
受講生募集
募集訓練科
▶６カ月コース（訓練期間９月１日㈮～平
成30年２月28日㈬）
・溶接加工科
▶７カ月コース（訓練期間９月1日㈮～平
成30年３月30日㈮）
・電気設備技術科
・住宅リフォーム技術科
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 ７月３日㈪～31日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ
※土、日、祝日を除く9:00～17:00
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●コマ実験セットを使った品質工学
（パラメータ設計）講座
日時 ９月２日㈯ 13:00～17:00
場所 阿南高専 機械棟2階 製図室
対象 一般の方 定員 ６人
受講料 5,400円
申込方法 申込期間中に電話でお申し込み
ください。
申込期間 ７月18日㈫～28日㈮
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

阿南市地域福祉活動計画
実行委員を公募します
第２期阿南市地域福祉活動計画の推進に関
することや、実行成果の検証・評価をして
いただく「地域福祉活動計画実行委員」を
公募します。将来の地域福祉づくりに関心
のある方は、応募してください。
応募資格 阿南市内に在住で18歳以上の
方（７月１日現在）
募集人数 ３人程度
任期 ２年
応募方法 申込書（阿南市社会福祉協議会
に備え付け。ホームページからダウンロー
ドもできます）に必要事項を記載し、
「阿
南市地域福祉活動計画の実行にあたっての
私のおもい」をテーマとするレポート800
字以内（任意様式）を添付し、阿南市社会
福祉協議会に持参またはファクス、メール、
郵送で提出してください。
応募期間 ７月３日㈪～18日㈫
問 〒774-0030 富岡町北通9番地
阿南市社会福祉協議会事務所
(☎23－7288) へ
※持参の場合の受付時間は8:30～17:15
（土、日、祝日を除く）

第１回とくしまキッズアクアスロン
大会参加者募集
アクアスロンは、トライアスロンの自転車
を除く、水泳とランニングを続けて行うス
ポーツです。
日時 ８月27日㈰ 9:10～（受付8:30～）
場所 JA ちょきんぎょプール
（JA バンク蔵本公園内）
競技 スイム（50～100m）、ラン（１～２㎞）
参加費 1,500円（税、保険料込み）
申込方法 ８月６日㈰までに、申込用紙を
提出してください。用紙は、徳島市内のス
イミングスクール、プール施設、ナカニシ
サイクル（徳島本町1）、カワキ屋クリー
ニング（津田本町５）等あります。入手が
困難な方は、返信用封筒（切手を貼り、送
付先住所と氏名を明記）を同封した封筒を
大会事務局に送ってください。
問 〒770-0854 徳島市徳島本町１丁目
６番地 ナカニシサイクル内
アクアスロン事務局
（☎088－625－42－0855）へ
e-mail:jitensha@jeans.ocn.ne.jp

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

第８回
サマーダンスフェスティバル

男性の立場から取り組む
DV のない地域づくり

日時 ７月30日㈰ 12:00～16:00
場所 阿南市文化会館 視聴覚室
会費 1,000円
ゲスト 新野祥司プロ（JDCプロ スタン
ダード A級・ラテン A級）
※男女パートナー同行。新野先生のミニレ
クチャーあり。
問 マドンナダンスクラブ 吉田
（☎27－0154）へ

ホワイトリボンキャンペーン（女性への暴
力を選ばない男たちのアクション）の講演
会を開催します。どなたでもご入場いただ
けますので、ぜひご参加ください。
日時 ７月８日㈯ 13:30～15:00
場所 富岡公民館２階 大会議室
講師 多賀 太さん ※入場無料
問 パープルシードあなん 福谷
（☎090－1003－6352）へ

スタジオMパート2
第27回ジャズダンス公演

地域と共生する
杜のホスピタル文化活動

ジャズのスタンダードナンバーやミュージ
カル曲などを中心に、子どもから大人まで
楽しめる内容です。
日時 ７月16日㈰ 14:00～（開場13:30）
場所 市民会館 大ホール
内容 999円（税込）
問 スタジオ M パート２ 井利元
（☎090－1579－0490）へ

●講演「落語」
日時 ７月15日㈯ 14:00～
場所 杜のホスピタル OT ホール
出演 桂 かい枝、桂 二葉
※入場無料
●コンサート「阿南合唱団」
日時 ７月29日㈯ 14:00～
場所 杜のホスピタル OT ホール
※入場無料
問 杜のホスピタル リハ課（☎22－0218）へ

徳島県立総合看護学校
オープンキャンパス
参加者募集
地域で活躍する看護職をめざしませんか。
当校は看護師・准看護師養成課程があり、
幅広い年齢層が学んでいます。学校の雰囲
気や看護を体験してみませんか。地域の皆
さまを対象にワンポイント介護や認知症予
防等を行います。お気軽にご参加ください。
日時 ７月30日㈰、31日㈪ 8:30～12:00
場所 徳島県立総合看護学校
対象 看護に興味のある方や家族。社会人
経験のある方、大歓迎。
内容 学科紹介、在校生交流会、進路相談、
白衣体験、血圧測定・聴診、救急法
体験等
参加費 無料
募集期間 ７月１日㈯～21日㈮
※くわしくはホームページをご覧ください。
問 徳島県立総合看護学校
（☎088－633－6611）へ

“ノルディック・ウオークで
きれんげしょうまを見にいこう”
２本のスティックをフル活用。健康である
ことを楽しみましょう。
日時 ８月11日㈷ 7:00～18:30
集合場所 道の駅公方の郷なかがわ
コース 見ノ越までバス→つるぎ山頂で散
策、ノルディック・ウオーク
対象 60歳前後の健康な方
参加費 10,000円（バス、リフト、昼弁
当代を含む）
※７月20日㈭申込締切（定員になり次第締切）
問 とくしまノルディック・ウオーク協会
（☎088－669－6223）へ

阿南こども将棋教室
初心者歓迎します。駒の動かし方・ルール
が分からなくても講師が分かりやすく指導
します。論理的な思考や礼儀作法が身に付
きます。動物将棋もできます。
日程 土曜日10:00～12:00
場所 ひまわり会館２階 和室
対象 ４歳から小学生、中学生、高校生ま
で（子どもと一緒に習ってみたい大人の方
もお気軽にお問い合わせください）
※申込方法等くわしくはお問い合わせくだ
さい。
問 日本将棋連盟普及指導員 西岡
（☎090－6888－5686）へ

夏休みバウンドテニス教室 参加者募集
対象 小学生から大人までどなたでも
※小学３年生以下は保護者同伴
日程
▶Aコース ７月26日㈬、28日㈮、8月2日㈬
▶Bコース ８月23日㈬、25日㈮、30日㈬
時間 10:00～12:00
※できるだけ３日間通してご参加ください。
両コースの参加も可。
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 １コース（３日間）300円（保険料）
持参物 体育館シューズ、飲み物、タオル
申込方法 ７月20日㈭までに氏名、年齢
（学年）、電話番号を記入し、はがきまた
はファクスで事務局戸井までお申し込みく
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
戸井綾子（☎・FAX 49－1785）へ
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あなんで映画を
みよう会 夏例会
「この世界の片隅に」
日時
場所
内容

７月30日㈰
①10:30～ ②14:00～ ③18:00～
夢ホール（文化会館）
原作 こうの史代、主演 のん、
監督 片渕須直

入場料
前売り
当日
1,100円
セニア（60歳以上）
1,000円
一般・大学生
1,300円
小・中・高生
－
500円
問 あなんで映画をみよう会
（☎090－2788－5465）へ

富岡公民館七夕まつり
ロビーに短冊を置いていますので、願い事
を書いてね。
日時 ７月８日㈯ 13:00～16:00
場所 富岡公民館 調理室、小会議室
内容 スライム作り、紙風船でポップコー
ンを作ろう、防災食の試食会、人形劇団「プ
クプク」による人形劇、フードコーナー（フ
ランクフルト、ジュース、アイスクリーム、
わたがし、ポテト）
問 富岡公民館（☎22－1028）へ

ママと赤ちゃんのふれあい講座
赤ちゃんと気持ちを伝えあえる♪ファース
トサイン教室。まだ上手におしゃべりがで
きない赤ちゃんとお話ができるのが「ファ
ーストサイン」♪
日時 ７月13日㈭ 10：00～11：00
場所 中野島公民館
対象 ０～２歳のお子様とママ
材料費 1,500円/回 ※要予約

子育てママの交流サロン
子育て中のママと赤ちゃん同士が仲良くな
れ、ホッとできるところです。お越しくだ
さった方には親子写真を撮影しプレゼント
させていただきます♪
日時 ７月10日㈪ 10:00～11:00
場所 中野島公民館
参加費 無料
対象 ０～２歳のお子様とママ ※要予約
問 〒774-0044 上中町南島668
RTA指定スクール Romaly 金光梨佳子
（☎24－8710）へ

とくしまマリッジサポートセンター
阿波の縁むすびサポーター
募集説明会
日時 ８月６日㈰ 13:30～16:00
場所 ひまわり会館３階 レディースルーム
申込方法 マリッサホームページからお申
し込みください。
※サポーターの募集は随時行っています。
問 とくしまマリッジサポートセンター
（☎088－656－1002）へ

阿南西部公園
七夕夏まつり
仙台七夕飾りと阿波踊り、たくさんの催し
で楽しい１日をお過ごしください。
日時 ７月16日㈰ 9:30～
※雨天の場合は17日㈷に延期
場所 阿南西部公園（中大野町）
内容 大抽選会、龍神太鼓、阿波踊り、フラ
ダンス、ピアノ演奏、ボールつかみ、ジャンケ
ンゲーム、帽子作りコーナー、シャボン玉コー
ナー、消防コーナー、模擬店、軽食コーナー
問 大野公民館（☎22－1564）へ

小学校親子向け家庭教育セミナー
日時 ７月29日㈯ 10:30～13:00
場所 情報文化センター
参加料 無料（事前に要申込み）
※聴講券が必要
定員 300人
内容 １部 徳島県教育委員会講演「学校
では何を学ぶのか、そして家庭での役割は」
県教委の先生がわかりやすく教えます。
２部 家庭教育プロデューサー酒井勇介さん
による講演「中学入学までに身につけたい学
習習慣と学習意欲」楽しく具体的に教えます。
問 徳島新聞事業部（☎088－655－7331）へ

ふしぎ発見工作教室
ペットボトルエコライト
を作ろう !!
太陽光で充電して光るエコライトを作ろ
う！明るいときに充電して暗くなると自動
的に点灯するよ。夏休みの宿題をちょこっ
とお手伝い♪
日時 ７月30日㈰ 11:00～、14:00～
（作成時間60分程度）
場所 J パワー & よんでんWa ンダーランド
Wa ンダーホール
定員 各回20人（先着順）
持参物 500ml ペットボトル1本、マジック
※事前にお申し込みください。
問 J パワー & よんでんWa ンダーランド
（☎34－3251）へ

南部テクノスクール受講生募集
訓練科 事務科
内容 簿記会計の基礎、日商簿記試験対
策、ワード、エクセル、パワーポイント等
定員 15人（母子家庭の母等１人を含む）
対象 離転職者等で、公共職業安定所長か
ら受講あっせんを受けた人
訓練期間 ８月23日㈬～11月22日㈬
※日、祝日は休校日
訓練時間 9:00～15:50
訓練場所 四国進学会 阿南校
受講料 無料 ※テキスト代は自己負担
申込期間 ７月25日㈫まで
申込先 居住地を所管する公共職業安定所へ
問 公共職業安定所または南部テクノスク
ール（☎26－0250）へ
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