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。11月号の締め切りは９月29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
採用試験のうち、９月に受け付けする試験
を掲載しています。
院卒者試験
総合職試験【院卒者試験（法務区分）】
受付期間 ９月12日㈫～19日㈫
第１次試験日 10月１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

阿南工業高等専門学校公開講座
「折り紙博士の折り紙講座
（上級者向け）」受講者募集
日時 11月５日㈰ 10:00～16:00
場所 阿南高専 視聴覚教室
対象 中学生以上
受講料 2,700円
定員 20人（定員になり次第締切）
申込期間 ９月19日㈫～29日㈮
申込方法 申込期間になりましたら、電話
で受講予約をしてください。
※メール、ファクスでは受け付けません。
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

阿南中学校
吹奏楽部
第38回定期演奏会
元気いっぱいの演奏と楽しいパフォーマン
スをお届けします。
日時 ９月10日㈰ 14:00～（13:30開場）
場所 夢ホール（文化会館）
曲目 マーチ・シャイニング・ロード、三つ
のジャポニスム、眩い星座になるた
めに、J-POP メドレー、宝島ほか
※入場無料
問 阿南中学校（☎22－0539）へ

新野高校文化祭
一般公開
新野高校にぜひお越しください。生徒一同
お待ちしています。
日時 10月１日㈰ 10:00～14:00
場所 新野高等学校（新野町）
内容 模擬店、バザー、授業で作成した生
徒の作品等の展示、その他、イベン
ト盛りだくさんです。
問 新野高等学校（新高祭運営委員会）
（☎36－3215）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：11月１日㈬
～平成30年４月27日㈮）
・CAD機械科・住環境計画科
▶７カ月コース（訓練期間：11月１日㈬
～平成30年５月29日㈫）
・構造物加工技術科デュアル
（概ね45歳未満の方対象）
対象者 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 ９月１日㈮～10月２日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ
※平日9:00～17:00

第36回徳島矯正展
日時
場所
内容

９月30日㈯ 9:00～15:30
徳島刑務所（駐車場約300台）
所内見学・各種イベント、広報用ビ
デオなどの放映、コンピューターに
よる性格検査の実施、受刑者の文芸
作品等の展示、刑務所作業製品展
示・販売、藍染め体験、ちびっこ刑
務官コーナーなど
問 徳島刑務所企画部門
（☎088－644－0114）へ

徳島航空基地祭
杜のホスピタルコンサート
●阿南高専吹奏楽コンサート
日時 ９月１日㈮ 14:00～
出演 阿南高専学生
●ＪＡＺＺフルートコンサート
日時 ９月12日㈫ 14:00～
出演 小島のり子
〈共通事項〉
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
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徳島航空基地開隊59周年行事に合わせて
徳島航空基地を公開します。
日時 ９月30日㈯ 9:00～16:00
場所 松茂町住吉字住吉開拓38番地
内容 開隊59周年記念式典（ファンシー
ドリル等）、編隊飛行、航空機飛行
展示、航空機地上展示、その他各種
イベント
※基地内には駐車場はありません。月見ヶ
丘海浜公園に隣接した特設駐車場（駐車
台数に限りあり）をご利用ください。特設
駐車場からは無料バスを運行しています。
問 海上自衛隊徳島教育航空群広報室
（☎088－699－5111 内線3234）へ

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

阿南市長杯
第３回阿南将棋大会

県立南部テクノスクール
受講生募集

将棋愛好家が一堂に会し、交流と親睦を深
めるとともに、将棋を通じて集中力・創造
力・判断力を高め、広く仲間づくり、生き
がいづくりを推進します。
9:00～ 9:30
日時 10月22日㈰ 受付
開会式 9:30～ 9:45
競技
9:45～15:45
表彰式15:45～16:00
場所 ひまわり会館２階 ふれあいホール
会費 一般2,000円、
女性・高校生以下1,000円
定員 80人（先着順）
申込期間 ９月１日㈮～10月15日㈰
問 阿南将棋同好会001 長尾
（☎090－9553－3476）へ

訓練科 ＩＴ技能科２
内容 ワード、エクセル、パワーポイントなど
定員 15人
対象 離転職者等で、公共職業安定所所長
から受講あっせんを受けた人
訓練期間 11月10日㈮～
平成30年２月９日㈮
※日曜、祝日、年末年始は休校
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 ９月20日㈬～10月19日㈭
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

遺言・相続・成年後見制度相談会

スポンジテニス参加者募集

日時
場所
内容

スポンジボールを使用し、バトミントンコ
ートを利用したニュースポーツです。日頃
の運動不足の解消に始めませんか。
対象 運動ができる方（小学生～シニア）
小学生は保護者同伴
日程 毎週水曜日 19:00～22:00
場所 羽ノ浦総合国民体育館Ｃアリーナ
参加費 １回300円（小学生は無料）
貸出用ラケット有
申込方法 電話でお申し込みください。
問 羽ノ浦体協 丸岡照美
（☎090－4970－7845）へ

９月９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

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 ９月16日㈯ 13:30～16:00
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

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。どうぶつ将棋もできます。
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）
※日程、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
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羽ノ浦中学校マンドリン部
第26回定期演奏会
優しいマンドリンの音色をお楽しみください。
日時 10月８日㈰ 13:30～（13:00開場）
場所 コスモホール（情報文化センター）
曲目 山口百恵メドレー、アニメメドレーほか
入場料 無料
※お楽しみ抽選会あり
問 羽ノ浦中学校（☎44－2045）へ

「親子ふれあいキャンプ 2017」
参加者募集
日時
場所

10月21日㈯、22日㈰
国立淡路青少年交流の家およびその
周辺
対象 ひとり親家庭の親子（子どもは３歳
以上中学生以下）20組
※応募者多数の場合は抽選
内容 日本を代表するシェフの指導を受け、
本格的ディナー料理に挑戦、微小貝
探し、ボールゲーム、淡路島特産お
香作り
参加費 大人4,000円、子ども3,500円
（宿泊、保険、雑費含む）
※送迎バス無料
申込締切日 ９月29日㈮
問 徳島県母子寡婦福祉連合会
（☎088－654－7418）へ

「午尾の滝」周辺を歩こう
日程 ９月30日㈯ ※少雨決行
10:30お松権現駐車場集合、吉井町から加
茂谷橋を渡り楠根町から深瀬町へ、「午尾
の滝」で昼食。帰りは十八女大橋を渡って、
15:30頃集合場所に戻ります。
約７キロのウオーキングです。道は平坦で
す。当日受付です。
〈交通〉
●JR利用の方 9:55阿南駅前発の「南部
バス」で10:18加茂谷着（9:08阿南駅着
の下り、9:38着の上りのＪＲがあります）
16:10加茂谷発の「南部バス」で16:34阿
南駅前着（17:06阿南駅発の上り、17:31
発のＪＲがあります）
●車利用の方 駐車場は「加茂谷トンネル」
付近で案内します。
参加費 300円（当会会員200円、小学生
以下無料）
持参物 弁当、飲み物、雨具、健康保険証
注意点 体調を整えて来てください。ごみ
は持ち帰ってください。万一の事
故には、傷害保険（主催者加入）
の補償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

ママと赤ちゃんの
ふれあい講座
●ファーストサインで絵本を楽しもう
まだ上手にお話ができないお子さまと気持
ちを伝え合えるのがファーストサイン♪絵
本が今より10倍好きになる方法をお伝え
します。楽しい工作時間も有り♪
日時 ９月13日㈬ 10:00～11:00
場所 中野島公民館
対象 ０〜２歳のお子さまとママ
材料費 1,500円 ※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。 楽しく話
をして情報交換をしよう♪当日お越しくだ
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 ９月11日㈪ 10:00～11:00
場所 中野島公民館
対象 ０〜２歳のお子さまとママ
参加費 無料 ※要予約
問 RTA指定スクール Romaly 金光
（☎24－8710）へ

サンデーイベント
「鏡の万華鏡」参加者募集
好きな飾り付けをして、オリジナルの万華鏡
を作ろう！のぞきこめば、そこは別世界！
日時 ９月17日㈰ ①11:00～②14:00～
場所 J パワー＆よんでんWa ンダーランド
エレクトリックワークショップ
定員 各回20人程度（先着順）
申込方法 電話でお申し込みください。
※毎月第３日曜日に子ども工作教室を行っ
ています。スタンプをためるとプレゼン
トがもらえるよ。
問 J パワー＆よんでんWa ンダーランド
（☎34－3251）へ

健康気功会
毎月全国400カ所で活動中のボランティア
の会です。病は気から！がんやうつ病が急
増する現代、元気で長生きをするには準備
が必要です。気功と丹田呼吸を深め、元気
づくりを共にしませんか！
日時 ９月19日㈫ 14:00～15:30
場所 富岡公民館１階 和室
参加費 カンパ制
※動きやすい服装で、お気軽にお越しください。
問 元気になろう会 海斗
（☎090－1174－7457）へ

保育士による
ベビーマッサージ
＆スキンケア教室
●男の子のためのベビースキンケア教室
お母さんには分からない男の子のおちんち
んケア。 小さい頃からのケアで清潔を保
ち、トラブルが起こりにくくなります。おう
ちですぐできるケアの仕方を学びましょう♪
日時 ９月６日㈬ 10:00～11:00
場所 那賀川社会福祉会館２階 和室
対象 ０～３歳の男の子とママ
参加費 1,500円
●親子ランチ交流会♪
子育てママのための交流会を開催します♪
おいしいカフェランチを囲みながら子育て
トークしませんか？
日時 ９月５日㈫ 11:00～13:00
場所 那賀川社会福祉会館２階 集会室
対象 ０～３歳までの親子７組（ご兄弟の参加可）
参加費 1,500円（ランチ代込）
持参物 お子さまのお昼ごはん
※要予約
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
PLUS BABY 玉置（☎090－2895－
0224）へ
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