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第８回「阿南まちゼミ」
受講者募集
“ まちゼミ ” は、お店の店主・スタッフが
講師となり、美容・健康・料理など、プロ
ならではの専門知識や技術・こつを無料で
教えてくれる少人数制のミニ講座です。新
しい仲間との出会いの場として地域の店主
から知らないことを教えてくれるなど、ご
自分の生活をより豊かにするためにご活用
ください。
チラシは公民館や図書館に備え付けてあり
ます。
受付開始 ８月１日㈫～
開催期間 ８月８日㈫～９月18日㈷
申込方法 各店まで電話でお申し込みくだ
さい。
※くわしくは、「阿南まちゼミの会」ホー
ムページをご覧ください。
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

第36回高齢社会をよくする
女性の会全国大会inとくしま
の参加者を募集します
高齢者が頑張る、輝くまちづくりをめざし
ます。
日時 ９月２日㈯ 12:45～16:50
（12:00～受付）
９月３日㈰ 9:30～12:15
（8:30～受付）
場所 アスティ徳島
（徳島市山城町東浜傍示１番地１）
内容 シンポジウム「徳島発！だれもが輝
く世界を築く」、作家・女優のうつ
み宮土理さんの記念講演ほか
参加費 2,000円
※男女年齢問わずどなたでも参加できます。
申込方法 下記までお問い合わせください。
問 阿南市婦人連合会事務局 渡守
（☎26－1302）へ

地域と共生する
杜のホスピタル文化活動
場所 杜のホスピタル
●コンサート
「羽ノ浦中学校マンドリン部」
日時 ８月４日㈮ 14:00～
出演 羽ノ浦中学校マンドリン部
●講演「龍馬をめぐる女性たち」
日時 ８月19日㈯ 14:00～
講師 岩﨑義郎
●「ゆく夏をジャズで」藤本 忍＆エモーション
日時 ８月23日㈬ 14:00～
出演 トランペット 藤本 忍
ボーカル ふくださとみ
ピアノ 鶴野美香
ドラムス 茂森輝哉
ベース 瀬戸尚幸
問 杜のホスピタル リハ課
（☎22－0218）へ

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時
場所
内容

８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、日曜日は地域会員 花野
（☎090－3787－0305）へ

東部高齢者お世話センターから
認知症カフェのご案内
●富岡ユニバーサルカフェ
日時 ８月４日㈮ 13:30～15:30
場所 富岡公民館２階
内容 ▶富岡公民館こども箏教室による
演奏とこども茶道によるお点前のお接待
▶富岡西高等学校からボランティア参加
参加費 100円 ※申込不要
問 東部高齢者お世話センター
（☎22－4577）へ

ハローワーク阿南の臨時窓口を設置します。
仕事を探しているが見つからない、今の仕
事より条件のよい仕事を探している、もう
1つ仕事を探している、就きたい仕事があ
るのに資格がなく諦めていた、育児等の理
由で離職したが再び働きたいなど、普段は
忙しくてハローワークに来ることができな
いお父さん、お母さん、児童扶養手当受
給者の皆さん、現況届提出の際にぜひお越
しください。
日時 ８月８日㈫、22日㈫ 13:30～15:00
場所 市役所１階 103会議室
問 ハローワーク阿南職業相談第２部門
（☎22－2016）へ

簿記講座受講者募集
中小企業の健全経営に向け、次のとおり簿
記講座を開講し、受講生を募集します。
日時 ９月６日㈬～12月20日㈬
（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18日㈮
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

新野東児童クラブでは夏休みに
子どもたちと過ごしてくださる方
を募集しています

徳島県退職者連合南部地域協議会カルチャースクール受講生募集

子どもたちと遊んだり、宿題をしたり、一
緒に過ごしてくださる子ども好きな方はご
連絡ください。工作、絵、習字、手芸など、
何か得意な事があれば、ぜひ子どもたちに
教えてください。夏休み中なので、学生の
方も教育実習にいかがですか。謝礼あり。
くわしくは、お問い合わせください。
期間 ８月１日㈫～31日㈭
※１日だけでも構いません。
問 新野東児童クラブ 担当 黒川
（☎080－5869－7829）へ

対象 退職者の方ならどなたでも 場所 富岡公民館 受講料 １講座１カ月2,000円
※複数受講もできます。※原則として納入後の受講料は返金できません。

８月は「電気使用安全月間」です

講
座
健康足もみ講座 ゆるり
Plume のスイーツデコ・あんクラフト教室（10月〜）
英会話初級
スマホタブレット基本（全 3 回）

俳句を楽しむ
写経／般若心経入門
極らくパソコン教室
ペン習字（10 月～）
野菜ソムリエの料理教室
wakame のパン教室
朗読／ささゆり会

曜
日
第３木曜
第２木曜
第２・４水曜
10月18日㈬
11月15日㈬
12月20日㈬
第２・４水曜
第１水曜・第４水曜
第２火曜
第４火曜
第１木曜
第２・４金曜
第２・４月曜
第２・３月曜

時
間
13:30～15:30
13:00～16:00
13:00～14:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～11:00
13:00～15:00
10:00～12:00
10:00～12:00
10:00～11:30
13:00～16:00
9:30～11:30

問 徳島県退職者連合南部地域協議会カルチャースクール事務局（☎28－6030）へ
http://ghb-culture.jpn.org/
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出張ハローワーク！
ひとり親全力サポートキャンペーン
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「武道を見せる！語る！」
設立20周年記念
阿南武道合同演武大会（８武道）
身体の鍛錬のみならず精神の健全な育成を
めざし、日本の伝統文化である自信と風格
をめざす武道について興味はありませんか。
阿南市内にある8つの武道家（柔道、剣道、
少林寺拳法、銃剣道、居合道、空手道、日
本拳法、合気道）がコスモホールに集まっ
てそれぞれの武道の特徴を解説しながら紹
介します。
日時 ８月27日㈰ 13:00～16:30
場所 コスモホール（情報文化センター）
※駐車場あり
問 阿南武道親交会 神原（☎22－6617）へ

「総合型地域スポーツクラブ」
名称の募集
長生地区では総合型地域スポーツクラブの
2018年２月発足に向けてさまざまな活動
を行っています。このクラブは地域住民が
主体となり、スポーツを通じた健康づくり、
子どもの体力向上などを目的として活動し
ます。発足後のクラブ名称を募集します。
ふるってご応募ください。
募集期間 ８月４日㈮～９月８日㈮（必着）
応募方法 ①クラブ名称②（あれば）クラ
ブ略名③クラブ名称提案理由④応募者の名
前（ふりがな）⑤住所⑥電話番号をはがき
に記入の上、送付またはファクスで送信し
てください。
問 〒774‐0046長生町上荒井楠ノ前４番
地２ 長生スポーツクラブ名称担当（長
生公民館内☎・FAX23－5515）へ

陸上競技の公認審判員講習会
初心者を対象として講義。実技修了者に公
認審判の資格が得られます。
日時 ８月19日㈯ 19:00～
場所 ひまわり会館 21世紀室
対象 18歳以上の男女
費用 講習会は無料。ただし、登録料は別
途必要です。
※筆記用具をご持参ください。
問 事務局 林
（住宅・建築課内☎22－3431）へ

とくしまねんりんピックノルディ
ック・ウオーク交流会ご案内
日時

夏は水を使う機会が多いうえに、暑さで汗
をかきやすくなるため感電事故が多く発生
しています。ぬれた手でプラグやスイッチ
をさわると感電するおそれがあります。電
気製品を扱う時は、忙しい時でも、手をよ
くふいてから取り扱う習慣をつけましょう。
電気安全のご相談は、お気軽に下記まで
ご連絡ください。
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

９月17日㈰ 9:00～受付 ヘルス
チェック 9:30～開会
集合場所 日和佐公民館３階（美波町）
内容 ラジオ体操、ノルディック体操、説
明、練習、ノルディック・ウオーク、
徳島県南部県民局津波減災部による
段ボールトイレの組立ほか
コース 厄除け橋～世間遺産通り～大浜海
（４㎞） 岸通り～日和佐八幡神社～日和佐
小学校避難道～薬王寺～日和佐公
民館（昼食会） 約４km
問 とくしまノルディック・ウオーク協会
（☎088－669－6223）へ
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2017年度「標準化セミナー・製
品安全セミナー」を実施します
参加者に標準化とは何か、標準化が消費生
活に果たしている役割等を理解していただ
くことを目的にセミナーを開催。特に洗濯
絵表示の変更をご説明します。
日時 ８月５日㈯ 13:30～15:30
（13:00～受付）
場所 ひまわり会館２階 ふれあいホール
申込方法 下記までお問い合わせください。
問 阿南市婦人連合会事務局 渡守
（☎26－1302）へ

日本女性会議2017
とまこまいのご案内
日程
場所
費用

10月13日㈮～15日㈰
苫小牧市民会館ほか（北海道）
大会参加費 3,500円
交流会費
5,000円
申込締切日 ８月31日㈭
※くわしくは大会ホームページをご覧くだ
さい。
問 日本女性会議2017とまこまい実行委
員会事務局（☎0144－84－4052）、
（FAX0144－33－0474）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10月２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
７カ月コース（訓練期間10月２日㈪～
平成30年4月27日㈮）
・CAD機械科・住環境計画科
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 ８月１日㈫～９月４日㈪
問 ポリテクセンター徳島（☎088－654
－5102）へ※受付は平日9:00～17:00

▼

得する街のゼミナール

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

▼

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@anan.i-tokushima.jp

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19日㈯、26日㈯、９月２日㈯、
９日㈯、16日㈯、23日㈷
19:00～21:00
場所 徳島県南部健康運動公園
テニスコート
参加料 4,000円（６回分。保険料含む）
申込方法 ８月12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。
※貸しラケットが必要な方は申込みメール
にご記入ください。
問 阿南市テニス協会初心者講習会 責任者
田中（☎080－3164－6271）へ
阿南市テニス協会メールアドレス：
e-mail:anan.tennis@gmail.com

平成29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。
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 ８月４日㈮～28日㈪
第１次試験日 10月１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24日㈭～９月４日㈪
●郵送または持参 ８月24日㈭～28日㈪
第１次試験日 10月28日㈯、29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

にっぽん縦断こころ旅
お手紙募集
NHK-BSプレミアムで放送予定の、
「にっぽ
ん縦断 こころ旅（2017秋の旅）
」
。番組で
は、みなさんからのお手紙で旅のルートを
決定するため、市（町・村）内の「忘れら
れない場所、風景」にまつわる手紙を募集
しています。
徳島県の放送予定
10月30日㈪〜11月３日㈷
応募期限 ９月19日㈫必着
応募内容 住所、氏名、電話番号、性別、
年齢、思い出の場所、風景にま
つわるエピソード
応募方法
番組ホームページ :
http://nhk.jp/kokorotabi
FAX:03－3465－1327
郵送:〒150-8001 NHK
「こころ旅」
係
問 ＮＨＫふれあいセンター
（☎0570－066－066または
☎050－3786－5000）へ

阿南中学校
箏曲部
第31回定期演奏会
さわやかな箏の音色をお楽しみください。
日時 ８月27日㈰ 13:30開演
場所 夢ホール（文化会館）
曲目 グリーン・ウインド、すずめほか
入場料 無料
問 阿南中学校（☎22－0539）へ

高齢者の再就職や活用に
関する相談窓口の開催
高年齢者に対する就業支援および事業所に
おける高年齢者活用に関する支援をハロー
ワーク阿南と連携し、実施します。
日時 8月18日㈮、９月15日㈮
10月20日㈮ 10:00～15:00
場所 ハローワーク阿南
面接時間 １人・１社につき30分～１時間
※事前にご予約ください。
問 徳島県生涯現役促進地域連携事業推進
協議会事務局
（☎088－676－4421）
へ
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