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28日㈮です。
メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練
受講生募集

阿南法人会講演会
日時

６月11日㈫
15:15～16:45
場所 ロイヤルガーデンホテル
講師 フリーキャスター・事業創造大学院
大学客員教授 伊藤聡子さん
テーマ 地域経済の活性化が日本の元気を
取り戻す鍵
定員 100人（先着順）
※どなたでも参加できます。
受講料 無料
申込方法 参加を希望される方は、お電話
で6月5日㈬までにお申し込み
ください。
問（公社）阿南法人会（☎23－1055）へ
※平日9:00～17:00

小松島税関支署
からのお願い

シロイ（粉）

税関イメージキャラクター
カスタム君

クロイ（武器）

☎0 120－4 6 1 － 9 6 1

徳島県の貿易や密輸の現状等の説明や出前
講座のご要望があれば、お気軽にお問い合
わせください。
問 小松島税関支署（☎0885－32－0326）
へ

夏休み自由研究お手伝い
Wa ンダーキッズ「石炭ラボ」
参加者募集
石炭って何?!
どうやってできたの？どこにあるの？
【実験de確かめよう】どうやって手に入れ
るの？どうやって使うの？え！本当に燃え
るの？何のために使うの？
【石炭ミニテストにチャレンジ】全問正解
して、賞品をゲットしよう！
日時 ７月15日㈷ 11:00〜12:00
14:00〜15:00
場所 J パワー＆よんでんWa ンダーランド
Wa ンダーホール体育館
対象 小学生（幼児見学可）
定員 各回30人（先着順、予約可）
※予約のお子さまにはプレゼントがあるよ！
問 J パワー＆よんでんWa ンダーランド
（☎34－3251）へ
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日時 ６月２日㈰ 14:00〜（13:30開場）
場所 コスモホール（情報文化センター）
プログラム 感謝の歌、白いブランコ、君
をのせて、コンドルは飛んで
行くほか
入場料 前売り、当日とも500円
問 庄野（☎42－3022）へ

遊ぶように勉強する子どもに
変わる楽しい家庭学習法
「親勉」
体験会の開催

税関では、Ｇ20サミットなど国内で国際
的に注目を集める行事が続くことから、国
際テロ等に対する取り締まりを強化してい
ます。不審な荷物や不審な人物、おかしい
なと思ったら、税関密輸ダイヤル（24時
間受付）までお願いします。
フリーダイヤル
（許しません）

第13回オカリナグループ
「たんぽぽ」
コンサート

お子さんの将来や勉強についての悩みをか
かえているお母さんのために、遊ぶように
勉強するコツをトランプやカードを使って
体験していただく、90分の講座です。
日時 ６月10日㈪ 10:00～11:30
15日㈯ 10:00～11:30
対象 ０～12歳のお子さんを子育て中の
お母さん
参加費 無料
問 親勉インストラクター きたもと
（☎050－3390－7838）へ
※開催場所、お申し込み、お問い合わせ等
は、下記サイトをご覧ください。
https://peraichi.com/landing_pages/
view/kitamoto11oyabentokushima

阿南高専公開講座「作って体験！
エネルギーを生み出す先端材料」

親子で英語レッスン♪
Have Fun in the Sun!

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 ８月１日㈭～令和２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３日㈪～７月１日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ
※平日9:00～17:00

読み聞かせやゲーム、歌をうたって楽しく
親子で英語にふれてみよう♪
日時 ６月23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 各回幼児20人
申込方法 お電話でお申し込みください。
※ご予約のお子さまにはプレゼントがあり
ます。
問 J パワー & よんでんWa ンダーランド
（☎34－3251）へ

タイムカプセルの掘り出し

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時
場所
内容

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

６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（☎26－1157）へ

行政書士による無料相談会
相続・遺言および許認可手続き等について
知りたい方は、ぜひご相談ください。
日時 ６月15日㈯ 9:30～12:00
場所 ひまわり会館
相談内容 相続・遺言および農地転用、建
設業許可、開発許可などの許認
可手続きについて

これからのエネルギー問題を解決する燃料
電池を組み立てながら、それを支えている
先端材料を学びます。熱電変換素子を使っ
た発電実験も行います。
日時 ７月27日㈯ ① 9:00～12:00
②13:00～16:00
場所 阿南高専 創造テクノセンター棟セミ
ナー室
対象 中学生（本講座未受講者に限る）
定員 各回８人
受講料 無料（別途、傷害保険料が必要）
申込方法 ６月10日㈪～28日㈮の期間に往
復はがきでお申し込みください。
※くわしくは、阿南高専ホームページでご
確認ください。

大野パッチワークキルト展

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

問 大野パッチワークキルトの会
（☎090－8697－0077）へ

問 徳島県行政書士会 徳島南部支部
（☎26－1157）へ

日時

６月22日㈯、23日㈰
9:00～17:00
場所 大野公民館下大野東部分館
（下大野町柴根91番地４）
出展品目 タペストリー、ミニキルト、バ
ッグ、ポーチ
清原

羽ノ浦町制施行60周年記念事業として、
昭和53年11月に羽ノ浦総合国民体育館の
玄関庭に埋設したタイムカプセルを、掘り
出します。タイムカプセルの埋設に関係さ
れた旧羽ノ浦町関係者や、タイムカプセル
に投函された方の参加をお願いします。
日時 ６月３日㈪ 10:00～ ※雨天決行
場所 羽ノ浦総合国民体育館
問 羽ノ浦総合国民体育館（☎44－5525）へ

子育てサークル ひなぎく会
30歳以上のママが集まるサークル「ひな
ぎく会」に参加してみませんか。
●親子で歌って遊ぼう
歌ってストレス解消！絵本の読み聞かせや
ママ同士のフリートークもあります。
日時 ６月６日㈭ 10:00～11:00
場所 ひまわり会館 いきいきルーム
対象 ０〜３歳のお子さまと30歳以上の
ママ
定員 ５組
参加費 100円（冷房代）
●アロマ消臭剤を作ろう♪
家にある保冷剤でアロマ消臭剤を作りませ
んか。作り方はとても簡単！ご自宅の保冷
剤をご持参ください。
日時 ６月23日㈰ 10:00～12:00
場所 ひまわり会館 レディースルーム
対象 30歳以上のママ（アロマを使用す
るためお子さま連れの方、妊娠中の
方のご参加はご遠慮ください）
定員 10人
参加費 200円（材料費）
問 e-mail:daisy0852525@outlook.jp
K ネットとくしま（☎088－678－5200）
へ
※メールに氏名、年齢（６日の分はお子さ
まの氏名と年齢も）住所（町名まで）を
記入してお送りください。メールは受信
設定で必ず返信を受信できる状態にして
おいてください。
※電話は３日以上メールの返信がない場合
のみ。

市民の情報ひろば

第４回舟のある広場まつり
５月～６月には花しょうぶが見頃を迎えま
す。アジサイやパンジーも楽しんでくださ
い。３隻の舟の中には水生植物が咲き、メ
ダカや金魚も泳いでいます。
「住友しょうぶ園」（那賀川町江野島）との
コラボレーション企画もあります。
日時 ６月８日㈯ 9:00～
場所 羽ノ浦農村環境改善センター
（情報文化センター東隣）
内容 子供太鼓、フラダンス、ぜんざいの
接待（先着100人）ほか
※フラワーアレンジメント教室
（２階・要予約）
問 那賀川北岸地域広域保全協議会
（☎24－8318）へ
e-mail:kawakita-ho15@tiara.ocn.ne.jp

将棋教室
会員募集
阿南こども将棋教室
日程 毎週土曜日 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）
日本将棋連盟那賀川支部会員
日程 毎週土曜日 12:00～17:00
場所 ひまわり会館３階 和室
対象 青少年から高齢者の方まで性別、年
齢を問いません。
※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

県立南部テクノスクール
受講生募集
訓練科 介護初任者研修科
内容 徳島県介護職員初任者研修課程
定員 15人
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 ７月18日㈭～10月17日㈭
※日、祝日、お盆は休校日
訓練時間 9:15～16:40
訓練場所 阿南建設会館
受講料 無料
※テキスト代は自己負担
申込期間 ６月18日㈫まで
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

東部高齢者お世話センター
から講演会のご案内
日時 ７月１日㈪ 13:30～15:00
場所 富岡公民館１階 図書室
内容 「高齢者をめぐる法律トラブル」
講師 法テラス徳島 大塚喜封さん
参加費 無料
申込締切日 ６月25日㈫
問 東部高齢者お世話センター
（☎22－4577）へ

介護予防教室
①日時 ６月３日㈪ 13:30～14:30
場所 富岡公民館
講師 言語聴覚士 多田悦尚さん
②日時 ６月17日㈪ 13:30～14:30
場所 中野島公民館
講師 言語聴覚士 阿部浩士さん
〈共通事項〉
内容 はじめよう!! ムセ、肺炎予防
持参物 空のペットボトル（500ml）
※申込不要、参加費無料
問 東部高齢者お世話センター
（☎22－4577）へ

放送大学10月入学生募集
10代から90代の幅広い世代の学生が、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。
資料を無料で差し上げていますので、お気
軽にご請求ください。
出願期間 第１回 ８月31日㈯まで
第２回 ９月20日㈮まで
問 放送大学徳島学習センター
（☎088－602－0151）へ

保育士による
ベビースキンケア教室
赤ちゃんにもＵＶクリーム必要？選び方
は？ママの手でできる正しいスキンケアで
紫外線から赤ちゃんを守りましょう♪
日時 ６月５日㈬ 10:00～11:00
場所 那賀川社会福祉会館２階 和室
内容 ０歳からのＵＶケア
対象 ０歳～３歳頃までのお子さまとママ
参加費 １回1,500円 ※要予約
※おくるみタッチケア、ベビーマッサージ
教室も開催中♪日時など、くわしくはお
問い合わせください
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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