
にじいろ広場親子交流イベント vol. ３
「小さな天才の育て方・育ち方」著者
吉田晃子さん・
星山海琳さんの
トークライブ

日本将棋連盟
那賀川支部会員募集
将棋を通して楽しく交流。将棋が好きな方
やこれを機に初めてみたい方はお気軽にお
問い合わせください。初心者歓迎。駒の動
かし方・ルールから指導します。
日時　８月11日㈷、25日㈯　12:00～17:00
場所　ひまわり会館
対象　青少年から高齢者の方まで、性別年

齢を問いません。
問 日本将棋連盟那賀川支部
　 （☎090－6888－5686）へ

子育てや教育、生き方を根本から変え、目
覚めさせてくれるこのお２人がついに！ 四
国初！トークライブ決定!!
日時　９月８日㈯　13:00～15:00

（受付12:30～）
場所　阿南商工会議所２階　展示ホール
　　　（富岡町今福寺34番地４）
内容　オープニング～クリスタルボウル演

奏～、これからの不登校について、
信頼や尊重をキーワードにした親子
関係、サドベリースクール（デモク
ラティックスクール）のエッセンス
を家庭に取り入れる方法など

参加費　大人1,500円、子ども（18歳未満）
500円、未就学児 無料

問 にじいろ広場（☎080－9831－0984）へ
　 e-mail:misaromangel@gmail.com

商業活性化セミナー 
「お客さま」「お店」「地域」
三方よしの得する街のゼミナール
第10回“阿南まちゼミ”
受講者募集！！

ワークショップ
学ぼう！みんなで
ダニ博士

各商店の店主やスタッフが講師となり、プロ
ならではの専門的な知識や情報・コツを 無
料で受講者に伝える、少人数制のゼミナー
ル “阿南まちゼミ ” を、８月１日から開催し
ます。地域の皆さまに喜ばれ、満足度98％！
お誘い合わせのうえ、ご参加ください。
期間　８月１日㈬～９月９日㈰
申込方法　７月25日㈬より申込受付開始。

チラシの各店舗へ「まちゼミの
申込みです」とお電話ください。

※くわしくは、ホームページで「阿南まち
ゼミの会」までアクセスしてください。

問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

ダニは私たちの身近に存在します。家にい
るイエダニ、野外にいるマダニ、これらは
人に影響を及ぼすことがあります。ダニの
生態について、ダニとのつきあい方につい
てダニ博士に聞いて楽しく学べるワークシ
ョップを開催します。夏休みの自由研究に
もお薦めです。みんなで正しくダニを学び
ましょう。
日時　８月７日㈫　13:00～14:30
場所　馬原ダニの資料館（新野町）
対象　小学生、中学生　
参加費　無料
申込方法　電話またはファクスでお申し込

みください。申込用紙は馬原医
院ホームページ（http://maha
rahospital.jp/）お知らせから
ダウンロードできます。

問 馬原医院・馬原ダニの資料館　
担当：髙瀬・青木（☎36－3339・
FAX36－3641）へ

「介護助手」
採用事前説明会
参加者募集
元気なシニアの皆さん !! “介護助手さん”
として介護施設で働きながら、「安心でき
る地域社会づくり」に参加しませんか？（徳
島県モデル事業）
●「介護助手」とは？
・県が創設したシニア向けの「新しい働き方」
・「未経験」「無資格」「短時間労働」でも

できる
・仕事内容は部屋の掃除やシーツ交換など

負担が少ない
●参加条件
・概ね60歳以上の方（50代も可）
・参加期間：９月１日～11月30日、週に

16時間程度の勤務（一例：１日４時間
╳週４日）

　期間中の時給は850円
●興味のある方、まずは「事前説明会」に
ご参加ください。
日時　８月３日㈮　14：00～（１時間程度）
場所　阿南名月苑（上中町南島325番地1）
※事前にお申し込みください。
　（当日参加も可）
※上記以外にも個別説明可
問 徳島県社会福祉協議会（☎ 088－654

－4461）または阿南名月苑（☎22－
2210）へ

輝く光のまち「阿南古事記講座」
日時　８月23日㈭　18:30～20:30
場所　阿南商工会議所１階
　　　（富岡町今福寺34番地４）
講師　阿波古事記研究会
　　　副会長　三村隆範さん
演題　「天照大御神は阿南市で生まれた！」
参加費　500円　　定員　20人
申込方法　阿南商工会議所（岡澤）までお

申し込みください。
問 阿南商工会議所 （☎22－2301）へ

敬修館柔道教室生徒募集
柔道を通して、けがをしないさせない体を
作りましょう。まずは見学にお越しくださ
い。
日程　毎週火、土曜日　20:00～21:00
場所　敬修館柔道場
　　　（津乃峰町戒山119番地）
会費　１カ月1,000円（１家庭）
持参物　飲み物
問 井本（☎090－4782－1429 ）へ

親子ふれあいキャンプ2018 
日時　10月20日㈯、21日㈰（１泊２日）
場所　国立淡路青少年交流の家
対象　ひとり親家庭の親と子
　　　（子ども３歳以上中学生以下）
内容　日本を代表する有名シェフ（フラン

ス料理）の指導を受け、野外にて本
格的ディナー料理に挑戦、夜の海で
海ホタル観察、微小貝探し、ストー
ンペインティング、ボールゲーム

定員　20組
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14日㈮
問 （公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
　 （☎088－654－7418）へ

特別公開　
滋賀県立近代美術館
所蔵作品

〈イスファハーン〉
現在休館中の滋賀県立近代美術館から預か
っている、戦後アメリカの抽象絵画を代表
する作家のひとりフランク・ステラの色彩
豊かな大作〈イスファハーン〉を展示します。
会期　９月17日㈷まで　
※毎週月曜日は休館（８月13日㈪、9月

17日㈷を除く）
場所　徳島県立近代美術館
観覧料　一般200（160）円、高・大学生100

（80）円、小・中学生50（40）円　
※（　）内は20人以上の団体料金
問 徳島県立近代美術館
　 （☎088－668－1088）へ

市民の情報ひろば市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

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。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

阿南中学校箏曲部
第32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　９月２日㈰　13:30開演
場所　夢ホール（文化会館）
曲目　編曲砧、日本のわらべ唄ほか
入場料　無料
問 阿南中学校（☎22－0539）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１日㈪～
平成31年３月29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１日㈪～

平成31年４月30日㈫）
６ヵ月コースの前に１カ月の導入講習を受
講していただきます。
▶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

阿南少年少女合唱団 団員募集!!
３歳から小・中・高校生まで。３つのコー
スに分かれてお子さまのレベルに応じた音
感教育が受けられます♪
日程　毎週土曜日　13:15～16:00
　　　（45～90分程度のレッスン）
場所　ひまわり会館２階　21世紀室
※くわしくは、メールまたはお電話でお問

い合わせください。見学はいつでも歓迎
します。

〈夏休みのイベント〉
入場料　無料
●DVD「音楽鑑賞会」&「お楽しみ会」
日時　８月19日㈰　13:30～
場所　ひまわり会館２階　21世紀室
●〜音楽の楽しみ〜

「阿南少年少女合唱団」と「さえずり会」
による、ジョイントミニコンサート♪
日時　９月2日㈰　14:30～（14:00開場）
場所　桑野公民館
問 阿南少年少女合唱団マーガレットの会 

会長　初崎（☎090－7623－0222）へ
e-mail:mamion711@docomo.ne.jp

硬式テニス初心者講習会
対象　15歳以上で、未経験者、初心者お

よび初級者
日程　８月25日㈯、９月１日㈯、８日㈯、

15日㈯、22日㈯、29日㈯
（毎週土曜日）19:00～21:00

場所　ＪＡアグリあなんテニスコート
　　　（南部健康運動公園）
参加費　4,000円（６回分。保険料含む）
申込方法　８月18日㈯までに氏名、住所、

生年月日、電話番号を記入の上、
電子メールでお申し込みください。

e-mail:anan.tennis@gmail.com
※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。
※申込者が6人未満の場合、中止すること

があります。
問 阿南市テニス協会初心者講習会　

責任者 古山（☎090－4970－6923）へ

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時　８月11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

８月は「電気使用安全月間」です
水気のあるところで使う洗濯機、衣類乾燥
機、食器洗い機、屋外で風雨にさらされる
エアコンの室外機、庭園灯、高電圧の電気
を使う電子レンジなどには、必ずアース線
を取り付けましょう。
アース線は、電気機器が万一漏電したとき、
漏れた電気を大地に流してくれるので、感
電の危険が減少できます。
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 一般社団法人　四国電気保安協会

徳島支部（徳島南事業所）
（☎22－8177）へ

簿記講座受講者募集
中小企業の健全経営に向け、簿記講座を開
講します。
日時　９月５日㈬～12月19日㈬の原則毎

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10日㈮
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

剣道　徳島剣清塾
少年少女剣士募集

見学大歓迎！仲間と一緒に剣道をしてみま
せんか。お気軽にお問い合わせください。
練習日程　毎週月、水、金曜日　
　　　　　19:00～21:00
練習場所　徳島至誠館道場（羽ノ浦町）　
対象　５歳頃から小学６年生まで
指導者　剣道教士　八段　河田清実
問 徳島剣清塾　代表　河田
　 （☎090－1579－7001）へ

椿貞雄〈弟茂雄像〉

出張ハローワーク！
ひとり親全力
サポートキャンペーン
ハローワーク阿南の臨時窓口を設置します。
普段は忙しくてハローワークに来ることが
できない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７日㈫、22日㈬　13:30～15:00
場所　市役所１階　103会議室
内容　職業相談・職業紹介、求職活動にあ

たっての心構え・不安などの解消、
履歴書・職務経歴書の作成、面接の
アドバイス、ご希望に沿った求人情
報の提供、求人選定にあたっての助
言、スキルアップのための職業訓練
のご案内など

問 ハローワーク阿南職業相談第２部門
　 （☎22－2016）へ

杜のホスピタルコンサート
 ～ゆく夏をJAZZで～

日時　８月23日㈭　14:00～
場所　杜のホスピタル５階
　　　コンサートホール
出演　藤本　忍（トランペット）、鶴野美

香（ピアノ）、瀬戸尚之（ベース）
重森輝哉（ドラムス）、ふくださと
み（ボーカル）

納涼祭
日時　８月25日㈯　12:00～15:00
場所　杜のホスピタル５階　コンサートホ

ール、屋上、2階　作業療法室
内容　焼きそば、たこ焼き、射的（各100

円～）ほか
催し　阿波踊り　奴連（13:00～）、松空連

（14:30～）
※入場無料
問 杜のホスピタルリハビリテーション課
　 （☎22－0218）へ

平成30年度
国家公務員採用試験（８月受付分）

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３日㈮～27日㈪
第１次試験日　９月30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23日㈭～９月３日㈪
第１次試験日　10月27日㈯、28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
　 （☎087－880－7442）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
●オレンジカフェ富岡
日時　 ８月３日㈮　13:30～15:30
場所　富岡公民館
内容　①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
②専門職による介護・認知症相談

参加費　200円
※申込不要
問 東部高齢者お世話センター
　 （☎22－4577）へ
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