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。 ９月号の締め切りは７月31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
募集訓練科
▶6カ月コース
◦溶接加工科
訓練期間 9月1日㈫
～令和3年2月26日㈮
▶7カ月コース
◦電気設備技術科
◦住宅リフォーム技術科
訓練期間 9月1日㈫～令和3年3月29日㈪
※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 7月6日㈪～8月3日㈪
問 ポリテクセンター徳島
☎088ー654ー5102
※平日9：00～17：00

日本将棋連盟那賀川支部
会員募集
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。
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、ルールを指導します。
日時 毎週土曜日 9：30～17：00まで
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ー6888ー5686

カイロプラクターによる
からだのゆがみとり運動教室

場所 健康づくりセンター2階 健康広場
講師 あなん阿波踊り体操愛好会
（阿波踊り体操指導員）
対象 運動制限のない方（年齢制限なし）
持参物 飲み物、タオル、マスク
（着用）
、健康
手帳（無い方は交付します。）
※事前にご予約ください。
※開始前に健康チェックをします。風邪様症状
等がある方は参加を控えてください。
保健センター ☎22ー1590

イベント

親子植物標本作製会
対象 小学1、2年生 ( 親子15組）
日時 ７月19日㈰ 9：30～12：00
場所 阿南図書館3階 視聴覚室
申込方法 往復はがきの往信面に①学校名
②学年③児童名（ふりがな）④住所⑤保護者
名⑥電話番号、返信面に①住所②保護者名
を記入の上、教育研究所まで送付してください。
※申込多数の場合は 、締切後に抽選。
持参物 はさみ、のり、筆記用具
申込締切日 7月16日㈭
※飲み物、マスクは各自で用意してください。
問 〒774-8501 富岡町トノ町12番地3
教育研究所 ☎22ー3395

阿南市 B&G 海洋センターから
８月のイベントのお知らせ
申込方法 お電話でお申し込みください。
●干物づくり体験教室（イサギの干物づくり予定）
日 時 8月2日㈰ 13：30～15：00
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
対象 小中学生以上（小学生が参加する場合

は必ず保護者の方が同伴してください。）

参加費 500円
定員 10組（先着順）
講師 稲村健一さん

●親子ドローン体験教室
日 時 8月8日㈯ 13：00～15：00
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
対象 小中学生とその保護者
参加費 無料
定員 10組（先着順）
講師 Boon Drone 坂本義則さん、日亜化
学工業ドローン部 松原裕生さん
●うみてらすハワイアンダンス教室
日 時 8月9日㈰ 10：00～11：00
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
参加費 500円
定員 15人（先着順）
講師 わけべのりこフラスタジオ 安室英子さん

あなんテレワーク推進センター
イベント情報！

●親子で体験！海辺のまなびや
（特別編 海のチクチクの謎を調べよう）
日
時 8月9日㈰ 13：00～15：30
●会計ソフトでかんたん管理！
場所 うみてらす北の脇2階 研修室、
日時 7月6日㈪ 10：30～12：00
北の脇海水浴場
持参物 パソコン
（2台までレンタルPCあり）
、
対象
小中学生とその保護者
筆記用具、あれば領収書や請求書
（ぬれてもいい服装をご準備く
ださい。
）
など経費のわかる書類
参加費 無料
●わたしにできるSDGs
定員 10組（先着順）
日時 7月15日㈬ 10：30～12：00
講師 徳島県 SDGsカードゲーム公認ファシリ 講師 牟岐少年自然の家 海洋環境学習ア
ドバイザー 中島茂範さん
テーター 渡邉芳彦さん
持参物

筆記用具

〈共通事項〉
対象 市内在住の女性
骨盤のゆがみを整えることで症状の改善をめ
定員 来館での受講5人、オンライン受講は
ざします。一緒に楽しく運動しましょう。
定員なし
日時 7月9日㈭ 10：00～11：30
場所 牛岐城趾公園管理事務所2階
場所 夢ホール
（文化会館） 工芸室
※お車でお越しの際は市役所駐車場をご利
用具貸出費 500円
用いただきますようお願いします。
参加費 500円
参加費 無料
持参物 動きやすい服装、タオル、飲み物
申込方法 電話、ファクス、メールで、氏名、年
※運動用具準備のため事前予約をお願いします。
齢、電話番号、希望日、お子さま連れの場合
問 日本カイロプラクティック連合会会員
はお子さまの年齢、
レンタルPCが必要な方は
橋本 ☎090ー5278ー9359
その旨をご記入の上、お申し込みください。
※パソコンまたはタブレット、インターネット環
境があれば、ご自宅からオンラインでの受講
阿波踊り体操教室（予約制）
も可能です。
問 あなんテレワーク推進センター
日時 7月31日㈮
（テレワークひろば） ☎・FAX24ー8009
①10：00～10：30（受付9：45〜）
mail：teleworkhiroba@npoelanvital.com
②11：00～11：30（受付10：45〜）
※月、水、金曜日
（祝日除く）10：00～15：00
※各教室先着8人です。

●うみてらすお菓子作り教室
日 時 8月10日㈷ 13：00～15：00
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
参加費 500円
定員 12組（先着順）
講師 手作りパン＆お菓子教室〝aiko″
上家愛子さん
●親子で体験！海辺のまなびや
（ウミホタル観察会）
日 時 8月23日㈰ 16：00～20：00
場所 うみてらす北の脇2階 研修室、
北の脇海水浴場
対象 小中学生とその保護者
参加費 無料
定員 10組（先着順）
講師 牟岐少年自然の家 海洋環境学習ア
ドバイザー 中島茂範さん
問 スポーツ振興課

☎22ー3394
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新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の情報が変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

市民の情報ひろば
お 知 らせ

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

プールをご利用ください

預けて安心！
自筆証書遺言書保管制度
法務局で自筆証書遺言をお預かりする制度
が、令和2年7月10日から始まります。あなたの
財産を確実に後世に託す方法の一つとして、
ぜひ本制度をご活用ください。
くわしくは、徳島地方法務局へお問い合わせく
ださい。
問 徳島地方法務局 ☎088ー622ー4867

第37回那賀川夏祭りの
開催中止について
8月30日㈰に開催を予定していました「第37回
那賀川夏祭り」ですが、新型コロナウイルス感
染拡大防止、そして参加者や関係者の皆さま
の健康と安全面を第一に考慮した結果、開催
を中止させていただくこととなりました。開催を
楽しみにしていた皆さまには、ご迷惑をおかけ
することとなり大変申し訳ございませんが、何
卒、ご理解の程よろしくお願いします。
問 那賀川夏祭り実行委員会
（那賀川町商工会館内） ☎42ー1772
※平日8：30～17：15

◆那賀川Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
（平島小学校西側）
期間 7月21日㈫～8月30日㈰
時間 平日13：00～16：00
土、日、祝日 9：00～16：00
休館日 毎週月曜日
※月曜日が祝日の場合は翌平日
利用料金 小・中学生200円
高校生以上300円
※就学前の幼児は無料ですが、付き添いで入
場される方は料金が必要です。
※団体等で利用される場合は、事前にお問い
合わせください。
※都合により、開放時間の変更および臨時休
館日を設ける場合があります。

◆親と子の水泳教室開催に伴う、サンアリーナ
温水プールの開館時間の変更
変更日 7月24日㈷、25日㈯、26日㈰、
うみてらす将棋＆囲碁サロンを開設します！
8月8日㈯、9日㈰、10日㈷
6月16日から毎週火、木曜の10：00～12：00、 変更後の開館時間 12：00～21：00
うみてらす北の脇の休憩スペースまたは研修
室にて、将棋と囲碁の道具を無料貸出します。 問 スポーツ振興課 ☎22ー3394
北の脇の海を感じながら、将棋と囲碁を楽し
みませんか。ぜひお気軽に遊びに来てくださ
い。

阿南市 B&G 海洋センター
からのお知らせ

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
の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 7月19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 7月17日㈮ 15：00
※事前予約優先
問 徳島県労働委員会事務局
☎088ー621ー3234

曜日 毎週火、木曜日
道具 将棋4セット、囲碁5セット
※冷暖房使用可
※参加無料
問 スポーツ振興課 ☎22ー3394

お酒に関する相談・例会について
７月の阿南市内での例会は新型コロナウイル
ス感染拡大防止のためお休みします。
お酒に関するなんでも相談については随時受
け付けています。お気軽にご相談ください。
問 ＮＰＯ法人徳島県断酒会事務局
☎088ー641ー0737 または
徳島県精神保健福祉センター
☎088ー625ー0610
断酒会HP
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県立南部テクノスクール
受講生募集
訓練科
内容

①介護実務者・同行援護研修科
②医療事務科2
①介護実務者研修修了課程
②メディカルクラーク、メディカルオペ
レーター、調剤薬局事務など

定員

①15人
②15人（母子家庭の母等の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方
訓練期間 ①8月20日㈭～
令和3年2月19日㈮
②8月25日㈫～11月24日㈫
※日、祝日、年末年始は休校日
訓練時間 ①9：15～16：40
②9：30～16：10
訓練場所 ①阿南建設会館
②情報文化センター、勤労女性セ
ンター
受講料 無料 ※テキスト代は自己負担
申込期間 ①6月29日㈪～7月28日㈫
②6月22日㈪～7月21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ー0250

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時 7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ー679ー4440
※土、日曜日は ☎26ー1157

若者の「働く」を応援します
とくしま地域若者サポートステーションは、
「働
くこと」を希望している15～39歳の若者等、40
歳代無業者とその家族を対象とした就労支援
機関です。
個別相談や就労に向けた各種講座、職業適
性検査等の実施、
「働く」を体験的に学ぶ職
場見学や職場実習を行っています。
開所時間 10：00～18：00（月～金曜日）
10：00～17：00（土曜日）
休日 日、祝日、年末年始、夏季休日
※事前に電話でご予約ください。
●ハローワーク阿南で出張相談会を
開催します
日時 7月10日㈮ 13：30～15：30
場所 ハローワーク阿南 会議室
※事前に電話でご予約ください。
問 とくしま地域若者サポートステーション
（徳島市寺島本町西1丁目7番地1
徳島駅前171ビル）
☎088ー602ー0553

