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30日㈮です。
メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

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中の皆さん、現
況届提出の際にぜひお越しください。
日時 ８月８日㈭、27日㈫ 13:30～15:00
場所 市役所１階 103会議室
内容 就職相談・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

JICA海外協力隊募集
世界約70カ国、1,000を超える仕事が今
必要とされています。あなたの技術、経験
を開発途上国で生かしてみませんか。現地
の々と協働しながら、人づくり、国づくり
に協力します。
応募期間 ８月20日㈫～９月29日㈰
23:59まで
※原則ウェブ応募になります。
応募資格
▶生年月日が1949年10月１日以降、
2000年４月２日までの方
▶希望可能な一般案件の制限：生年月日が
1973年９月30日までの方は、一部の一
般案件のみが対象となります。
▶いずれも日本国籍を持っていることが前
提となります。
※くわしくは、JICA海外協力隊ウェブサ
イトをご覧ください。
問 JICA海外協力隊募集事務局
（☎03－6734－1242）へ
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杜のホスピタル文化活動
場所 杜のホスピタル５階 杜のホール
時間 14:00～（受付13:30～14:00）
定員 80人
入場料 無料
●藤本忍JAZZコンサート2019
開催日 ８月22日㈭
出演 藤本 忍（トランペット）、瀬戸尚
之（ベース）、茂森輝哉（ドラム）、
吉野ひろき（ピアノ）、ふくださと
み（ボーカル）
●杜のホスピタル 文化講演
開催日 ８月31日㈯
演題 いち化学屋の戯れ言「ことばで遊び、
ことばを生かす」
講師 大阪大学名誉教授 小松満男
問 杜のホスピタル リハビリテーション部
（☎22－0218）へ

親子でフリマ体験！
まけまけ
フリーマーケット
夏休みの子どもの職業体験も同時開催。モ
ノの売買を通じて商品を大切にする気持ち
や金銭感覚を身につけます。お手頃な価格
の物をご用意しているので、お気軽にご来
場ください。
最新情報は、
「makemake阿南」
（https://makemake-anan.com/）で配信
中。
日時 ８月27日㈫ 11:00～13:00
場所 地域交流施設 Replay（富岡町内町
富岡町商店街もみじや隣）
内容 子ども服、おもちゃ（新品・中古品）、
ハンドメイド商品など
入場料 無料
持参物 マイバッグをご持参ください。
※駐車場はございませんので、周辺の駐車
場をご利用ください。
問 NPO法人エランヴィタル
（☎080－6287－4331）へ
e-mail:elanvital0312@gmail.com へ

応募書類の作成は、就職に欠かせないスキ
ルの１つ！厚生労働省職業安定局が企画・
制作したＤＶＤで学習する「応募書類の作
り方」に参加しませんか。希望者には個別
添削指導をします。雇用保険受給者の方は、
求職活動に認定します。（ただし、１回目
の受講のみ。受給資格者証をご持参くださ
い。）
開催日 ９月20日㈮、11月15日㈮、
令和２年１月17日㈮、３月13日㈮
時間 10:00～11:30
場所 ハローワーク阿南
内容 履歴書の作り方、職務経歴書の作り
方ほか
※事前に作成した応募書類をご用意くださ
い。

８月10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相談
問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内
☎088‐679‐4440）へ
※土、日曜日は（☎26－1157）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㈫
～令和２年３月31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㈫
～令和２年４月30日㈭）
ＣＡＤ機械科
住環境計画科
※６カ月コースの前に１カ月の導入講習を
受講していただきます。
対象 公共職業安定所に求職の申し込みを
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 ８月１日㈭～９月２日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ
※平日9:00～17:00

問 ハローワーク阿南（☎22－2016）へ

シニアの皆さん！
「介護助手」として
活躍しませんか
「介護助手」とは、シニア向けの「新しい
働き方」で介護施設・事業所で、清掃やシ
ーツ交換、話し相手などの、介護周辺の業
務を担うお仕事です。短時間の勤務で、無
資格、未経験でも参加できます。県では、
シニアの方を対象に「介護助手」として地
域社会に貢献していただくモデル事業を9
月頃から３カ月間実施します。くわしい日
時や場所、参加方法などは徳島県社会福祉
協議会のホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。興味のある方、ま
ずは「事前説明会」にご参加ください。
事前説明会
①日時 ８月５日㈪ 13:30～15:30
場所 特別養護老人ホーム ヴィラ羽ノ浦
（羽ノ浦町岩脇上平69番地☎21‐8181）
②日時 ８月７日㈬ 10:00～12:00
場所 特別養護老人ホーム 緑風会ルネッ
サンス（福井町湊１番地8☎34－3200）
③特別養護老人ホーム コスモスの里（羽
ノ浦町明見135番地１☎44－5667）でも
募集しています。
※事前にお申し込みください。（当日参加
も可）
問 徳島県社会福祉協議会
（☎088－654－4461）へ

みんなでつくろう
支え合いのまち阿南

第11回
“阿南まちゼミ”
開催中！
「まちゼミ」はお店の人が講師となり、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
ールです。お菓子屋さん、美容院さん、学
習塾等、47講座が開催されます。
開催期間 ８月31日㈯まで
申込方法 各お店に電話でお申し込みくだ
さい。
※チラシは公民館ほか、各公共施設に置い
てあります。阿南商工会議所ホームペー
ジからもご覧いただけます。
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

日程

住み慣れた地域で支え合うあたたかい地域
社会の実現をテーマにしたイベントを開催
します。
日時 ８月28日㈬ 13:00～16:00
場所 ひまわり会館
内容
講演会
①「みんなでつくろう 支え合いのまち」
徳島大学大学院教授 白山靖彦さん
②「阿南市版エンディングノート」
終活アドバイザー 渡辺純子さん
体験コーナー
高齢者疑似体験、介護福祉用具展示、血圧
測定、骨粗しょう症検査など
※入場無料、どなたでも参加できます。
問 東部高齢者お世話センター
（☎22－4577）へ

市民の情報ひろば

夏休みバウンドテニス教室
参加者募集

▼

夏は水を使う機会が多いうえに、暑さで汗
をかきやすくなるため感電事故が多く発生
しています。ぬれた手でプラグやスイッチ
をさわると感電するおそれがあります。電
気製品を扱う時は、忙しい時でも、手をよ
くふいてから取り扱う習慣をつけましょう。
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（一財）四国電気保安協会徳島支部
（徳島南事業所☎22－8177）へ

中小企業の健全経営に向け、簿記講座を開
講しますので、受講生を募集します。
日時 ９月４日㈬～12月18日㈬
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９日㈮
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

日時
場所
内容

▼

８月は「電気使用安全月間」です

応募書類の作り方
デジタルレッスン

▼

経理事務に携わる方、これから簿記を学ぼ
うとする方、日商簿記３級取得をめざす方

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

▼

簿記講座受講者募集

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

細野

Ａコース ８月７日㈬、９日㈮
Ｂコース ８月21日㈬、23日㈮
※両コースの参加も可
時間 10:00～12:00（受付9:45～）
場所 スポーツ総合センター
（サンアリーナ）
対象 小学生から大人までどなたでも（２
日間とも参加できる方）
※小学３年生以下は保護者同伴
定員 20人程度（先着順）
参加費 １コース（２日間）につき300円
（保険料）
持参物 体育館シューズ、飲み物、タオル
申込方法 Ａコースは８月４日㈰まで、Ｂ
コ ー ス は ８ 月18日 ㈰ ま で に、
氏名、年齢（学年）電話番号を
記入し、はがきまたはファクス
で事務局戸井までお申し込みく
ださい。
問 〒774‐0042 横見町高川原101番地1
阿南市バウンドテニス協会事務局
戸井綾子（☎・FAX49－1785）へ

阿南中学校箏曲部
第33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１日㈰ 13:30開演
場所 夢ホール（文化会館）
曲目 「砧三章」
「お江戸日本橋・通りゃん
せ・さくらメドレー」ほか
入場料 無料
問 阿南中学校（☎22－0539）へ

硬式テニス初心者講習会
あなたも令和元年からテニスを始めてみま
せんか！経験豊富なコーチ陣が皆さまの参
加をお待ちしています。もう一段のレベル
アップをめざす方も歓迎します
対象 15歳以上で、未経験者、初心者お
よび初級者
日程 ８月24日㈯、31日㈯、９月７日㈯、
14日㈯、21日㈯、28日㈯（毎週土
曜日、全６回、予備日あり）19:00
～21:00
場所 ＪＡアグリあなんテニスコート
（県南部健康運動公園）
参加料 4,000円（６回分。保険料含む）
申込方法 ８月17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

自衛官等採用試験案内
自衛官候補生採用試験案内
一般曹候補生採用試験案内
航空学生採用試験案内
（技術と体力を磨く任期制自衛官のコース）
（部隊の中核となる自衛官をめざすコース）
（海、空自衛隊のパイロットをめざすコース）
応募資格

航空 高卒（見込み含む）21歳未満の男女

18歳以上33歳未満の男女

海上 高卒（見込み含む）23歳未満の男女

受付期間

現在受付中

９月６日㈮まで受付中

入隊時期

2019年度は受付時にお知らせします。
（2020年度については４月）

2020 年３月下旬～４月上旬
（上記の他に設定する場合があります。
）

試験期日

受付時にお知らせします。

１次試験：９月20日㈮～21日㈯
いずれか１日を指定されます。

１次試験：９月16日㈷

試 験 場

県内で実施します。

希望する１日（県内で実施します。）

県内で実施します。

試験内容

筆記試験、口述試験、適性検査および
身体検査
体力試験はありません。

１次試験：筆記試験、適性試験
２次試験：身体検査、口述試験
体力試験はありません。

２次試験、３次試験については
お問い合わせください。

合格発表

受付または試験日にお知らせします。

最終：11月８日㈮

最終：2020年１月21日㈫

くわしい試験内容等、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせは

自衛隊阿南地域事務所（☎22－6981）へ
広報 あ
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８月の相談
日 開催日

時 時間

所 場所

予 予約受付

８月の休日・夜間診療

問 問い合わせ先

弁護士による法律相談（要予約）１日㈭、22日㈭
時 13:30～16:30 所 市役所１階 相談室
予 １カ月前から 問 市民生活課 ☎22−1116

※内容により、お受けできない場合があります。

行政相談委員による行政相談 13日㈫、27日㈫
時 9:30～11:30 所 市役所１階
問 市民生活課 ☎22−1116

相談室

●休日昼間
日
4日
11日
12日
18日
25日

9：00〜17：00

医療機関名
阿南市夜間休日診療所
阿南市夜間休日診療所
阿南市夜間休日診療所
か じ か わ 整 形 外 科
林
整
形
外
科

時 14:00～16:00 所 ひまわり会館１階
問 徳島県司法書士会 ☎088−657−7191（相談予

約電話）※１人30分まで。

消費生活相談（来所時は要電話） 平日開館
時 9:30～16:30 所 社会福祉会館３階（阿南駅南隣）
問 消費生活センター ☎24−3251

21日㈬

時 13:30～16:00 所 ひまわり会館
問 人権・男女参画課 ☎22−3094

所在地
宝 田 町
宝 田 町
宝 田 町
日開野町
見能林町

問い合わせは
☎28−6200
☎28−6200
☎28−6200
☎24−5750
☎23−6060

※ 必ず事前に当番医療機関に電話で確認してから受診してくだ
さい。当日変更する場合があります。

●夜間（毎日）の当番

司法書士による法律相談（要予約） 23日㈮

人権相談

軽症でも急いで治療の必要がある場合、次の医療機関で受診できます。

17：00〜22：00

当番医療機関の問い合わせは 阿南市消防本部 ☎22−1120
音声案内 ☎22−9999まで
または阿南市医師会ホームページをご覧ください。
※必ず事前に当番医療機関に電話で確認してから受診してくださ
い。当日変更する場合があります。
●小児救急医療体制 24時間365日徳島赤十字病院が小児救急
患者を受け入れています。
（事前の電話連絡は不要です）

防災行政無線の自動電話応答サービス

☎28−9000

防災行政無線からの放送内容を電話で確認することができます。

８月の市税
■市 県 民 税（第２期）
■国民健康保険税（第３期）
納期限は、９月２日㈪です。納め忘れのないようにしましょう。
８月の延長・日曜窓口

女性のための生き方なんでも相談 （要予約）
日
日
所
問

６・20・27日 時 13:00～17:00
２・９・23日 時 13:00～16:00
ひまわり会館１階 予 随時
男女共同参画室相談予約電話 ☎22－0361

市税の納付および分納等の納税相談を受け付けています。

※課税内容のご相談については、平日開庁時間内に対応しています。

延長窓口 21日㈬ 17:15〜19:15 正面玄関よりお越しください。
日曜窓口 25日㈰
問い合わせは

税務課納税係（☎22−1792）へ

８月の平日延長窓口

時 9:30～15:30 所 市商工業振興センター
予 １カ月前から電話による完全予約制
問 徳島南年金事務所 ☎088−652−1511

７日㈬、21日㈬ 17:15〜18:15

日 月曜日～金曜日（祝日除く） 時 9：00～12：00
問 家庭教育支援チーム「育みクラブ」 ☎42−3885

心配ごと相談

５日㈪、19日㈪、26日㈪

時 10:00～15:00 所 ひまわり会館１階
問 社会福祉協議会 ☎23−7288

スポーツ施設８月の休館日
スポーツ総合センター（温水プール）
那賀川スポーツセンター
羽ノ浦総合国民体育館
羽ノ浦健康スポーツランド
県南部健康運動公園

人口と世帯数

空き家・空土地有効活用相談会

人口

８月は中止します。
問 徳島県宅地建物取引業協会阿南・海部支部 ☎23−7408
または住宅・建築課 ☎22－3431

（男） 35,412 人 （−23）

中小企業の経営相談会（要予約）

15日㈭

時 13:30～16:30 所 市役所２階 207会議室
予 前日までに徳島県よろず支援拠点へ
問 徳島県よろず支援拠点 ☎088−676−4625

または商工観光労政課

27
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☎22−3290

73,090 人 （−58）

（女） 37,678 人 （−35）
世帯数

31,034世帯（−10）
※令和元年６月末日現在
カッコ内は前月対比

「とくしま・０（ゼロ）作戦」防災出前講座
日時
場所
内容

８月11日㈷ 9:00～
長生小学校体育館および駐車場
起震車による地震体験、青木防災士
による講話、災害時の健康管理
参加費 無料
申込方法 長生公民館内の申込ＢＯＸでお
申し込みください。
申込締切日 ８月７日㈬
※町外の方もご参加ください。
問 スポーツクラブ はーぷな長生
秋本（☎090－3460－3409）へ

5・13・19・26日
7・14・21・28日
5・13・19・26日
5・13・19・26日
6・13・20・27日

公共下水道受益者負担金

納

期

限

・全納期一括（９月２日㈪）
・１年一括 （９月２日㈪）
・分割納付の第１期
（９月２日㈪）
問い合わせは
下水道課（☎22−1796）へ

編集後記 椿地区でＳＵＰによる地域振興が始まりました。世界は海で
繋がっています。阿南への新しい人や仕事の流れをつくる大きな波にな
ればと思いました。（谷内）８月17日～18日開催の絵本ワールドの広報
誌面を担当しました。デザイン・写真の講習に行きました。頑張りまし
た。皆様のご来場を心よりお待ちしています。（福岡）

市民の情報ひろば

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。論理的思考や礼儀作法が身につき
ます。どうぶつ将棋もできます。
日程 土曜日10:00～12:00
※要問い合わせ
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）
問 日本将棋連盟普及指導員
（☎090－6888－5686）へ

陸上競技の公認審判員講習会
南部健康運動公園内陸上競技場完成に伴い
大会運営の競技役員が必要なため、初心者
を対象とした審判講習会を開催します。審
判資格は講義、実技修了後得られます。
日時 ８月24日㈯ 18:00～
場所 ひまわり会館 21世紀室
対象 18歳以上の男女
持参物 筆記用具
受講料 無料 ※登録料が別途必要
問 阿南市陸上競技協会事務局
林（教育総務課内☎22－3299）へ

子どもと昔の遊びを楽しむ会

●住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄・抄本、身分証明
書、所得証明書、所得課税証明書、市・県民税公課証明書、
軽自動車税納税証明書の交付（※時間延長時は、住民異動・印鑑
登録・申告等は行っていません） 市民生活課（☎22−1116）へ

子育て家庭教育電話相談（来所相談も可）

長生防災教室

8:30〜17:00 東玄関よりお越しください。

年金相談（要予約）
 今月の相談日はありません。

※９月の相談日は５日㈭です。

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

子どもと昔の遊びを楽しむ会とは保育園、
幼稚園の時に遊んだあやとり、コマ、折り
紙などいわゆる昔の遊びといわれるものを
みんなで楽しむ会です。おじいちゃん、お
ばあちゃんもぜひ一緒に参加してください
ね。
日時 ８月５日㈪ 13:30～15:30
場所 富岡公民館１階
内容 おじゃみ、あやとり、コマまわし、
めんこ、わたがし、竹細工、じゃん
けん大会（先着50人）ほか
※参加費無料、申込不要
問 富岡公民館（☎22－1028）へ

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 13:30～16:00
（45分～90分程度のレッスン）
練習場所 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
問 阿南少年少女合唱団 マーガレットの会
会長(保護者会 会長) 初崎
（☎090－7623－0222）へ
e-mail:mamion711@docomo.ne.jp

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ができればと思っ
ています。車いす、足が不自由な方の参加
も可能です。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。初心者歓迎します。駒の動かし方、
ルールを指導します。
日程 毎週土曜日 9:30～17:00
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

阿南ICTママ養成講座
説明会の開催について
女性の活躍推進に向けて、阿南ICT ママ（女
性テレワーカー）養成講座説明会にご参加
ください。養成講座は、10月の水、金曜
日および11月1日（計10日間）の予定です。
※養成講座の参加は、今回の説明会にご参
加いただいた方に限ります。
〈説明会〉
日程 ９月２日㈪、４日㈬、６日㈮
10:30〜11:30
※３日間のうち都合の良い日をお選びくだ
さい。
対象 阿南市在住の女性で、テレワーク（在
宅就業）など新しい働き方に興味の
ある方
場所 あなんテレワーク推進センター（富
岡町トノ町24番地21 牛岐城趾公園
管理事務所２階）
駐車場 市役所駐車場（徒歩５分）をご利
用ください。
申込方法 電話、ファクス、メールに氏名、
年齢、電話番号、希望日、お子
さま連れの場合はお子さまの年
齢をご記入の上、お申し込みく
ださい。
問 あなんテレワーク推進センター
（☎・FAX24－8009）へ
e-mail:anan@child-rin-tokushima.com

駅前労働相談会
解雇や賃金未払い、
パワハラ、
配転拒否など
労使間トラブルについて、
徳島県労働委員
会委員が解決のためのアドバイスをします。
日時 ８月３日㈯ 13:00～16:30
（受付12:45～16:00）
場所 シビックセンター４階（アミコビル
内）
相談料 無料
申込締切日 ８月２日㈮ 15:00
※事前予約優先
問 徳島県労働委員会事務局
（☎088－621－3234）
へ

親子ふれあいキャンプ2019
参加者募集
日程
場所

10月19日㈯、20日㈰（１泊２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３歳以
上中学生以下）20組
プログラム 日本を代表する有名シェフ
（フランス料理）の指導を受け、本格的野
外ディナー料理に挑戦、キャンドルのつど
い、まが玉作り、南あわじ市丸山海釣り公
園にて海釣り、うずしお科学館見学
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５日㈭
問（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
（☎088－654－7418）へ

阿南ファミリー・
サポート・
センター
●ファミサポの話と空き瓶リメイク
いろいろなガラスの空き瓶を使ってオシャ
レにリメイクしませんか。ファミサポの話
をしたり聞いたりしながら、ファミサポ利
用について説明します。リメイクできた空
き瓶はお持ち帰りいただけます。
日時 ８月８日㈭ 10:00～12:00
場所 ひまわり会館１階 すこやかルーム
材料費 100円
申込締切日 ８月７日㈬
●あなんっこあつまれ！消防署見学交流会
消防車や救急車の見学と写真撮影ができま
す。希望者は防火衣の着衣体験と水消火器
訓練が体験できます。
日時 ８月23日㈮ 10:00～11:30
場所 消防本部（現地集合・解散）
参加費 無料
申込締切日 ８月19日㈪
問 阿南ファミリー・サポート・センター
（☎24－5550）へ
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