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28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（９月受付分）
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11日㈫～18日㈫
第１次試験日 ９月30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

とくしま林業アカデミー
平成31年度 第４期生募集
１年間の研修により、林業の現場で即戦力
となる知識・技術を習得できます。入学金・
研修費用無料、第１期・２期生の林業就業
率は100％です。条件を満たせば「緑の青
年就業準備給付金」月額12万5,000円が
給付されます。
募集人員 20人程度
募集期間 平成31年１月25日㈮まで
試験日【第１回】 9月 2日㈰
【第２回】11月11日㈰
【第３回】平成31年２月３日㈰
※合格者が定員に達した場合、それ以降の
試験は実施しない場合があります。
問（公社）徳島森林づくり推進機構
技術支援課（☎088－635－7812）へ
※平日8:30～17:15

あきふしのひめのみこと

「顕節姫命

つきがた

月語り」朗読会

福井町の後世神社にまつわる伝説「顕節姫
命 月語り」を朗読グループ木林（もくり
ん）がお届けします。ぜひ、ご参加ください。
日時 ９月30日㈰ 14:00～
場所 福井南小学校 体育館（休校中）
（福井町日の地）
参加費 無料
問 神野（☎090－1005－7474）へ

綾戸智恵さんによる市民公開講座
第58回全国国保地域医療学会において、
綾戸智恵さん（大阪府出身のジャズシンガ
ー）による市民公開講座が開かれます。自
身の介護経験を交えた心温まるトークをお
楽しみください。
日時 10月６日㈯
15:00開演（14:30開場）
場所 アスティとくしま１階 多目的ホール
テーマ 介護する方へのメッセージ～私と
家族が健康であり続けるために～
※申込不要、参加費無料
※当日は、徳島駅とアスティとくしま間を
無料のシャトルバスが運行します。ご利
用ください。
問 第58回全国国保地域医療学会事務局
（☎088－602－7774）へ
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講演会の
ご案内
阿南中学校吹奏楽部
第39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９日㈰ 14:00～（13:30開場）
場所 夢ホール（文化会館）
曲目 マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ、
鳥 之 石 楠 船 神、 た な ば た、J-POP
メドレー、宝島ほか
※入場無料
問 阿南中学校（☎22－0539）へ

阿南歩こう会
ウオーキング参加者募集
●衵（あこめ）海岸を歩こう（約７㎞）
日程 ９月１日㈯ ※少雨決行
コース 8:30阿波橘駅集合→井坂クリニ
ック→答島大橋→市武道館→大潟
漁港→衵海岸（折り返し）→12:00
阿波橘駅解散※午前中に終了予定
参加費 100円 小学生以下無料
●大里松原、海老ヶ池を歩こう（約10㎞）
日程 9月29日㈯ ※少雨決行
コース 9:30海陽町役場海南庁舎集合→
大里松原海岸→大里八幡神社→ピ
クニック公園→海老ヶ池→13:30
海陽町役場解散予定
参加費 300円（歩こう会会員は200円）
小学生以下無料
〈共通事項〉
持参物 飲み物、雨具、健康保険証
※コースはどちらも平坦です。脱ぎ着ので
きる服装、履きなれた靴でご参加くださ
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

徳島航空基地開隊
60周年記念行事
日時
場所

９月29日㈯ 9:00～16:00
海上自衛隊徳島教育航空群
（松茂町）
内容 記念式典、編隊飛行、航空機飛行展
示、航空機地上展示、その他各種イ
ベントなど
※基地内に駐車場はありません。車で来場
される方は、運転免許センター駐車場を
ご利用ください。特設駐車場と徳島航空
基地の間で、無料シャトルバスを運行し
ます。くわしくは、徳島教育航空群ホー
ムページをご覧いただくか、お問い合わ
せください。
問 海上自衛隊徳島教育航空群広報室
（☎088－699－5111内線3234）へ

全国各地でまちづくりのワークショップや
住民参加型の総合計画づくり、市民参加型
のパークマネジメントに関するプロジェク
トに携わってこられたコミュニティデザイ
ナーの山崎 亮さん（studio-L代表）をお
招きして、講演会を開催します。
日時 ９月30日㈰ 14:00～15:50
場所 鴨島公民館（吉野川市）
テーマ まちづくり・地域再生
参加費 500円（高校生以下無料）
※ＱＲコードから参加申込みができます。
問 一般社団法人吉野川青年会議所
（☎0883－24－8725）へ
※平日10:00～13:00

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時
場所
内容

９月８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

リフレッシュウオーク
参加者募集！
日時 ９月30日㈰ 9:00集合出発
集合・解散地 長生公民館 ※少雨決行
コース 長生町内 約４キロメートル
参加費 300円（会員無料）
※小学生以下は無料、保護者同伴
持参物 飲み物・タオルなど
問 スポーツクラブ はーぷな長生 秋本
（☎090－3460－3409）へ

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練
受講生募集
再就職をめざす求職者の方を対象に職業訓
練を実施しています。入所を希望される方
はご相談ください。
募集訓練科（６カ月コース）
▶CAD機械科 ▶住環境計画科
訓練期間 11月１日㈭～
平成31年4月30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 ９月３日㈪～10月１日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ
※平日9:00～17:00

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

秋の「ファミリーデイキャンプ」開催！

「家族でマリンスポーツを
体験しよう！」

休日は自然豊かな海洋センターにお越しく
ださい！学生のリーダーたちとマリンスポ
ーツを楽しみましょう！
日時 ９月23日㈰ 9:30～15:00
（日帰り）
場所 YMCA阿南国際海洋センター
定員 20家族程度（先着順）
参加費 中学生以上3,500円（税込)
小学生・幼児 2,500円（税込）
※昼食代を含む
持参物 水着、ウォーターシューズ（サン
ダル不可）、水筒、着替えなど
申込方法 電話でお申し込みください。
問 YMCA阿南国際海洋センター
（☎33－1221）へ

阿南高専公開講座
申込方法等くわしくは、ホームページをご
覧ください。
●めざせっ！理系女子セミナー
日時 10月27日㈯ 13:00～17:00
場所 アスティとくしま２階 第６会議室
対象 女子中学生、女子高校１・２年生
（保護者同伴可）
定員 15組（最大20組）
受講料 無料
申込方法 往復はがきでお申し込みくださ
い。
申込期間 ９月25日㈫～10月５日㈮
●折り紙講座 カワサキローズを折ろう！
日時 10月27日㈯ 10:00～12:00
     
13:00～15:00
場所 アスティとくしま２階 ホワイエ
対象 小学5年生～一般の方
定員 80人
受講料 無料
※当日受付
●手作りカメラを作ろう
（協力）鳥居龍蔵記念博物館
日時 10月27日㈯ 10:00～12:00
     
13:00～15:00
場所 アスティとくしま２階 学習室
対象 小学５年生～一般の方
定員 事前申込30人、当日申込30人
受講料 無料
申込方法 事前申込みは往復はがきで、当
日申込みは先着順で受け付けし
ます。
申込期間 ９月25日㈫～10月５日㈮
●折り紙博士の折り紙講座（上級者向け）
日時 11月４日㈰ 10:00～16:00
場所 阿南高専 視聴覚室
対象 中学生～一般の方
定員 20人
受講料 2,700円
申込方法 電話でお申し込みください。
申込期間 ９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
※平日8:30～17:00
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特別展
日下八光日本画展
−自然美の探求と
日下八光
〈秋深む〉
1934年
知られざる画業 徳島県立近代美術館蔵
日本画家・東京藝術大学教授として知られ
た日下八光（1899－1996年、阿南市出身）
は、戦前の帝展など一級の舞台で活躍し、
模写の分野でも業績を残しました。その画
業の全貌を紹介する初の回顧展です。
会期 ９月15日㈯～11月４日㈰
休館日 毎週月曜日（９月17日、24日、
10月８日は開館)、９月18日㈫、
25日㈫、10月9日㈫
場所 徳島県立近代美術館
観覧料 一般800（640）円、高・大学生
600（480） 円、 小・ 中 学 生400（320）
円※（ ）内は20人以上の団体料金
※65歳以上の方で年齢を証明できるもの
をご提示いただいた方は観覧料が半額に
なります。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳をご提示いただいた方とそ
の介助をされる方1人は観覧料が無料に
なります。
※特別展の観覧料で所蔵作品展もご覧いた
だけます。
問 徳島県立近代美術館
（☎088－668－1088）へ

県立南部テクノスクール
受講生募集
訓練科 IT技能科２
訓練期間 11月13日㈫～
平成31年２月12日㈫
※日、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
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方
内容 ワード、エクセル、パワーポイント
など
定員 15人
受講料 無料 ※テキスト代は自己負担
申込期間 ９月25日㈫～10月23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

地域と共生する
杜のホスピタル文化活動
テーマ
講師
日時
場所

私のボランティア活動
～地域貢献と生き方の広がり～
木下くみ子
９月１日㈯ 14:00～
杜のホスピタル５階ホール

日本将棋連盟
那賀川支部会員募集

問 杜のホスピタル リハビリテーション課
（☎22－0218）へ

ひまわり会館で将棋好きの仲間と楽しく将
棋を指しています。 将棋を通して楽しく
交流ができればと思っています。 将棋が
好きな方やこれを機に始めてみたい方はお
気軽にお問い合わせください。初心者歓迎
します。駒の動かし方、ルール指導します。
日時 ９月８日㈯、22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

行政書士による無料相談会

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３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
（☎090－6888－5686）へ

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15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

ノルディック・ウオーク交流大会
南部大会（ねんりんピック）
開催日

９月30日㈰ 9:30～14:00
（9:00受付）※少雨決行
集合場所 見能林公民館内
内容 交流大会、昼食・懇親会、ダンボー
ルベッドの組立実習と避難所の話
参加資格 60歳以上の方
参加費 １人500円
※ポールの貸出は１組300円
定員 50人（先着順）
申込締切日 ９月15日㈯
問 とくしまノルディック・ウオーク協会
（ ☎ 090 － 3782 － 4325・FAX088 －
642－5003）へ
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