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29日㈮です。
メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

平成30年度
国家公務員採用試験（６月受付分）

放送大学は、2018年10月入学生を募集し
ています。10代から90代の幅広い世代、
約９万人の学生が、大学を卒業したい、学
びを楽しみたいなど、さまざまな目的で学
んでいます。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 人事院四国事務局第二課試験係
（☎087－880－7442）へ

問 放送大学徳島学習センター
（☎088－602－0151）へ

阿南少年剣道教室
少年少女剣士募集
見学大歓迎! 体験入部できます。お気軽に
お問い合わせください。
対象 幼稚園年長から小学６年生まで。
学年、性別は問いません。
練習日程 毎週火、金曜日19:00～21:00
練習場所 武道館（大潟町）
費用 １カ月2,000円
※入会金は2,000円
指導者 剣道連盟阿南支部の先生方
問 阿南少年剣道教室 館長 須藤
（☎090－8975－2660）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
▶CAD機械科（６カ月）
▶住環境計画科（６カ月）
訓練期間 ８月１日㈬～
平成31年１月31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２日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ
※平日9:00～17:00

親子で楽しむ♪ミュージック・ケア
親子で体を動かして、気軽に音楽の楽しさ
を実感してみよう♪参加者のお友だちとや
りとりしたり、楽器を使ったりして一体感
や達成感を感じることができますよ。
日時 6月24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25組（先着順）
申込方法 電話で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

ママと一緒に楽しい時間♪
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プレゼン
トさせていただきます♪
日時 ６月12日㈫ 10:00～11:00
場所 ひまわり会館３階 ゆとりの間
対象 ０〜２歳のお子様とママ
受講料 無料 ※要予約
問 子育てママの交流サロンの会
金光（☎24－8710）へ
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参加者募集 !!
もっと！「まなぼうさい教室」開催

放送大学入学生募集

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18日㈪～27日㈬
第１次試験日 ９月２日㈰
※くわしくは、お問い合わせください。

阿南歩こう会
ウオーキング参加者募集
●あじさいロード、季節のみちウオーク
開催日 ６月16日㈯ ※少雨決行
日程 9:00牟岐駅集合（休憩）～正観寺（休
憩）～内妻コミセン～あじさいロー
ド～内妻海岸（休憩）～草畦大師～
14:30頃牟岐駅解散（約10㎞）
参加費 300円（会員200円）
持参物 弁当、飲み物、雨具、健康保険証
など
●東部自然公園ウオーク
開催日 ６月30日㈯ ※少雨決行
日程 9:30夢ホール集合～王子山古墳群
～東部自然公園～落雷神社～学原町
～13:00頃夢ホール解散（約７㎞）
参加費 100円
持参物 飲み物、雨具、健康保険証など
〈共通事項〉
注意点 脱ぎ着の可能な服装、履きなれた
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
の事故等の責任は負いません。
※小学生以下の方は無料
問 阿南歩こう会事務局
（☎22－3188）へ

新川

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

那賀川で
おもいっきり楽しんじゃおう！
NAKAGAWA-FAM!祭りVol.8
日時
場所
内容

６月10日㈰ 10:00～16:00
那賀川社会福祉会館
那賀川福祉会館をまるごと貸し切っ
ておもっしょいことやっちゃいます！
那賀川町ゆかりの飲食店による飲食
ブース、県内各地で活躍中のハンド
メイド作家による 販売＆ワークシ
ョップブースに加え、今が旬の野菜
が盛りだくさんのファーマーズマー
ケット、アトリエミズイロによる「オ
リジナル傘を作ろう！」など楽しい
イベントがいっぱい！ちびっこから
おじいちゃんおばあちゃんまでみん
なで遊びに来てね！
問 NAKAGAWA-FAM!春野
（☎090－4339－6702）へ

避難訓練は経験あるけれど…
やってみよう！避難所設営
チャレンジ！非常用トイレづくり
日時 ６月10日㈰ 13:30～
場所 長生小学校体育館
問 スポーツクラブはーぷな長生 秋本
（☎090－3460－3409）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
■キムラの交流広場
～支え合いの輪を広げよう～
日時 ６月14日㈭ 13:30～15:00
場所 ライフサポートキムラ
（横見町高川原29番地１）
内容 認知症サポーター養成講座
参加費 無料
申込方法 ６月12日㈫までに下記にお申し
込みください。
問 ライフサポートキムラ（☎23－5031）へ

阿南高専公開講座受講者募集
●作って体験！エネルギーを生み出す先端
材料①②
日時 ７月21日㈯
①9:00～12:00 ②13:00～16:00
場所 阿南高専創造テクノセンター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 ①②各８人
申込期間 ６月11日㈪～29日㈮
●鋳造（ちゅうぞう）技術でキラキラ石鹸作り
日時 ７月22日㈰ 9:00～12:00
場所 阿南高専機械棟１階 分析化学実験室
対象 小学１～４年生
定員 10人
申込期間 ６月11日㈪～22日㈮
●電子工学セミナー
～はじめてのスピーカー・アンプ作り～
日時 ８月４日㈯ 13:00～16:30
場所 阿南高専電気棟１階 電気機器Lab.
対象 中学生（保護者参観可）
定員 10人
申込期間 ６月25日㈪～７月６日㈮
●ザリガニロボットを作って遊ぼう
日時 ８月５日㈰ 9:00～12:30
場所 阿南高専２階 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25日㈪～７月６日㈮
〈共通事項〉
申込方法 申込期間になりましたら、往復
はがきでお申し込みください。
（メール、ファクスでは受け付
けません）
受講料 無料（傷害保険料必要）
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

杜のホスピタルコンサート
場所 杜のホスピタルＯＴホール
※入場無料
●リコーダーコンソート
日時 ６月６日㈬ 14:00～
出演 阿部祥恵、上野裕子、庄野孝子、
庄野龍夫、中津清子、森野正治、
山根秀憲
●藍・三味線ミニコンサート
日時 ６月16日㈯ 14:00～
出演 藍（三味線）
問 杜のホスピタル リハビリテーション課
（☎22－0218）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㈭
※日曜、祝日は休校
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 ６月27日㈬～７月25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
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阿南法人会主催

「夏井いつきさん」
講演会
公益社団法人阿南法人会で
は、第６回通常総会を記念して、TBS「プ
レバト !!」に出演中の俳人、夏井いつきさ
んによる講演会を開催します。
日時 ６月６日㈬ 15:00～16:30
場所 ホテル石松（富岡町）
演題 「100年俳句計画」
定員 100人
入場料 無料
申込方法 ６月１日㈮までに電話でお申し
込みください。
問 公益社団法人阿南法人会
（☎23－1055）へ※平日9:00～17:00

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「第９回ごみゼロ大作戦」を、
今年も３日間開催します。毎年多くのボラ
ンティアの皆さまのご協力で、今年９回目
を迎えます。ついては、
「ごみステーション」
のボランティアを下記の通り募集しますので、
ご賛同いただける方、または団体の責任者
の方は、下記までお申し込みください。
日時 ７月20日㈮、21日㈯、22日㈰
１部 18:30～20:30
２部 20:30〜22:00
場所 富岡商店街周辺
申込締切日 ７月３日㈫
問 阿南商工会議所女性会事務局 野村
（☎22－2301）へ
e-mail:anancci@anancci.or.jp

保育士による
ベビーマッサージ＆
スキンケア教室
●べビ—スキンケア教室
紫外線から赤ちゃんを守ろう！ UV クリーム
の正しい選び方を知ろう♪
日時 ６月６日㈬ 10:00～11:00
内容 ０歳からのUV ケア
対象 ０歳～の親子
●ベビーマッサージ教室
免疫力を高めて丈夫な体作りをめざしまし
ょう♪
日時 ６月15日㈮ 10:00～11:00
内容 免疫力UP すくすくべビマ
対象 生後２カ月～１歳頃までの親子
〈共通事項〉
場所 那賀川社会福祉会館２階 和室
参加費 １回 1,500円
持参物 バスタオル１枚
※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

“得する街のゼミナール”

第10回記念「阿南まちゼミ」
参加店舗募集！
平成25年から始めた“ まち
ゼ ミ ” は、 今 年 で10回 目
を迎えます。地域の皆さまに喜んでいただ
き、既に70店舗以上の店舗が参加され、
店主同士の横のつながりや、経営改善・従
業員育成にもつながっています。
新しい店主の仲間との出会いの場として、
また自店の経営の幅を広げるためにも参加
してみませんか。
開催予定 ８月～９月
参加店説明会
日時 ６月11日㈪ １部 14:00～15:00
２部 19:00～20:00
場所 阿南商工会議所
申込方法 下記までお申し込みください。
問 阿南商工会議所 まちゼミ担当
（☎22－2301）へ

大野パッチワークキルト展
日時 ６月23日㈯、24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 パッチワーク作品展示（タペストリ
ー＆バック等小物）
※ミニ講習会、キットもあります。
問 清原（☎090－8697－0077）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16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

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時
場所
内容

６月23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
とは何か、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
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