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

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練受講生募集

徳島県指定
介護職員初任者研修のご案内

募集訓練科
▶6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 10月1日㈭～令和3年3月29日㈪
▶7カ月コース
◦ CAD 機械科
◦住環境計画科
訓練期間
10月1日㈭～
令和3年4月28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 8月3日㈪～9月1日㈫
問 ポリテクセンター徳島
☎088ー654ー5102
※平日9：00～17：00

保育士による
ベビーマッサージ教室
赤ちゃんとのお出か
けに、ママの気分転
換にも♪8～9月限
定！おうちでべビマで
きる手順シートプレ
ゼント♪
日時 8月5日㈬ 10：30～11：30
場所 ラヴォワール
( 向原町天羽畭115番地1)
対象 生後2カ月～1歳頃までの赤ちゃんとママ
内容 ママに覚えてもらいやすいべビマ
参加費 1回1,500円 ※要予約
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
PLUS BABY 玉置
☎090ー2895ー0224

阿南高専公開講座「小学生向け
プログラミング体験講座」

日時

9月5日㈯～12月12日㈯
 週土曜日 9：00～16：00
毎
（昼休憩１時間含む）、
毎週水曜日 18：30～21：30
講義130時間
（44回）
および試験1時間
場所 ひまわり会館
対象 阿南市に在住されている方
内容 介護・福祉のお仕事をする上で、まず
取得する必要のある資格となります。介
護従事者としての基本的な知識、技
能、考え方および基本的視点と理念、
姿勢等を習得します。
定員 30人
（定員を超えた場合は、受講をお
断りさせていただきます。）
受講料 40,000円（税込・テキスト代込）
※キャッシュバック制度あり。当事業所で登録
ヘルパーとして、3カ月以上就業した方に2万
円をキャッシュバック。
申込締切日 8月20日㈭
問 〒774-0030 富岡町北通33番地1
阿南市社会福祉協議会 ☎23ー7288

「特定非営利活動法人みんなのコード」が提
供するプログルでコンピュータを使って、プログ
ラミングの楽しさを体感します。
日時 ①8月29日㈯ ②11月7日㈯
10：00～12：30
※2日とも内容は同じです。
場所 阿南工業高等専門学校
対象 小学4～6年生
定員 各回10人
受講料 無料
申込方法 8月7日㈮までに下記の事項を記
入の上、往復はがきでお申し込みください。
①参加希望日②氏名③年齢④学校名・学年
⑤住所⑥電話番号⑦メールアドレス⑧保護者
氏名⑨オンライン講座での参加の有無
※詳しくは、阿南高専ホームページでご確認く
ださい。
問 〒774-0017 見能林町青木265番地
阿南工業高等専門学校総務課企画情報係
☎23ー7215

カイロプラクターによる
からだのゆがみとり運動教室

お酒で悩んでいませんか
巻き込まれていませんか

一度、相談・例会の見学に来てみま
せんか
阿南市内の例会・相談会
日時 各日18：30～20：30
8月12日㈬ 羽ノ浦地域交流センター
8月14日㈮ ひまわり会館
8月28日㈮ ひまわり会館
今月のテーマ 断酒優先
問 NPO 法人徳島県断酒会事務 断酒会
局 ☎088ー641ー0737
ホームページ

骨盤のゆがみを整えることで症状の改善をめ
ざします。一緒に楽しく運動しましょう。
日時 8月20日㈭ 10：00～11：30
場所 夢ホール
（文化会館） 工芸室
参加費 1000円（用具貸出費含む）
持参物 動きやすい服装、タオル、飲み物
※運動用具準備のため事前予約をお願いしま
す。
問 日本カイロプラクティック連合会会員
橋本 ☎090ー5278ー9359

自衛官採用試験案内

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
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

自衛官候補生 一般曹候補生
航空学生
（任期制自衛官 （部隊の中核となる自 （海 ･ 空自衛隊のパイロット
のコース）
衛官を養成するコース） を養成するコース）
身

分

特

別

職

国

家

応募資格 18歳以上32歳未満の男女
受付期間

年中受付中

公

務

員

空：高卒、21歳未満の男女
海：高卒、23歳未満の男女

9月10日㈭まで
（志願書類の提出）

1次試験
受付時に
試 験 日
9月18日㈮～19日㈯ 1次試験
お知らせします。
の1日

9月22日㈷

試験会場 各種目とも徳島県内で実施します
採用説明会を8月23日㈰ 10：00～ 阿南地域事務所（富岡町内町164番地
内町会館1階）
で実施予定です。 ※事前に電話予約が必要です。
問い合わせ 自衛隊阿南地域事務所

☎22ー6981
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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。

赤ちゃん授業について

徳島県委託事業
徳島県福祉人材センター
アイネット

阿南中学校・椿町中学校・新野中学校 ( 伊
島中学校合同 )で実施を予定しておりました
「令和２年度赤ちゃん授業」は、新型コロナウイ
福祉のお仕事相談
ルス感染拡大防止のため、中止とさせていた
福祉のお仕事を探している方、興味がある方！ だきます。
就職や転職活動のこと、福祉の資格取得など 問 阿南市赤ちゃん授業実行委員会
について、相談を受け付けています!!
☎090ー7144ー1183
または学校教育課 ☎22ー3390
アイネットでは福祉のいろんなことを応援してい
ます
◆福祉のお仕事紹介
募 集
◆福祉の資格のご相談
傾聴ボランティア養成研修会
◆介護福祉士・保育士等の修学資金等の貸
参加者募集
付
◆福祉の知識・技能取得セミナー
相手に安心感を与え信頼関係を築く
「聴き方」
◆履歴書の書き方や働き方等のアドバイス
について学びます。
◆小中高大学等での福祉の授業
日時 10月14日㈬、20日㈫
問 福祉人材センターアイネット
13：30～16：30
（徳島県社会福祉協議会内）
場所 ひまわり会館2階 研修室うめ
☎ 088ー625ー2040
講師 徳島県労働者福祉協議会
https://ainet-tokushima.jp
北野美加さん
対象者

古庄・岩脇夏まつり
開催中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、8月
16日㈰に予定していました古庄・岩脇夏まつり
の開催を中止することが決定しました。
開催を心待ちにされていた皆さまにとっては大
変残念な結果ではありますが、来訪および参
加される皆さまの安全を最優先とさせていただ
きます。ご理解の程よろしくお願いします。
問 羽ノ浦まつり協議会事務局
☎44ー4858

8月は「電気使用安全月間」です

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触ると感電
する恐れがあります。
電気製品を扱う時は、忙しい時でも、手をよく
拭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、お気軽にご連絡くださ
い。
問 一般財団法人四国電気保安協会
徳島支部 徳島南事業所 ☎22ー8177
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◦阿 南市内在住の方で、全日受講
できる方
◦終了後、傾聴ボランティアとして活
動したい方
※全日出席した方には、終了証を交付します。
定員 20人（先着順）
受講料 無料
申込締切日 9月24日㈭
申込方法 阿南市社会福祉協議会に電話ま
たはメールで①氏名②住所③電話番号をお
知らせください。
問 阿南市社会福祉協議会 ☎23ー7288
e-mail:Kashiwagi@ananshi-shakyo.jp

アビリンピック徳島大会2020
本大会は障害のある方々による技能競技大会
です。参加選手募集中。参加費用は無料で
す。詳細は２次元コードまたはホームページを
ご覧ください。
日時 9月19日㈯ 9：30～
場所 ▶パソコンワープロ等競技会場／ポリ
テクセンター徳島（徳島市昭和町8丁
目27番地20） ▶ビルクリーニング競
技会場／徳島ビルメンテナンス会館
（徳島市昭和町2丁目56番地）
参加費 無料
問 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支
援機構 徳島支部 高齢・障害者業務課
☎088ー611ー2388
h ttps://www.jeed.or.jp/
location/shibu/tokushima/
abi2020.html

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、厚生
労働省徳島労働局より委託を受け「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 日曜日、祝日、年末年始、夏季休日
●ハローワーク阿南で出張相談会を
開催します
日時 9月11日㈮ 13：30～15：30
場所 ハローワーク阿南 会議室
（領家町本荘ケ内120番地6）
※事前予約制ですので、お電話でお問い合わ
せください。
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

令和2年度
阿南 ICT ママ養成講座説明会
あなんテレワーク推
進センターでは、女
性の活躍推進に向
けて、阿南 ICTママ
（女性テレワーカー）
を養成しています。
現在まで30人養成
し、自宅にいながらテレワーカーとしてさまざま
な分野で活躍中です。在宅ワークにご興味の
ある方は、お気軽に説明会にご参加ください。
説明会日程 9月14日㈪、16日㈬、18日㈮
10：30〜11：30
※説明会は、3日間のうち都合の良い日をお選
びください。
場所 あなんテレワーク推進センター
（牛岐城趾公園管理事務所2階）
駐車場 阿南市役所駐車場（徒歩5分）
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
申込方法 電話、ファクス、メールで、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、あなんテレワ
ーク推進センターまでお申し込みください。
養成講座日程 10月14日㈬、16日㈮、21日
㈬、23日㈮、28日㈬、30日㈮、11月4日㈬、6
日㈮、11日㈬、13日㈮ （10日間）
時間 9：30〜13：00 ※30分昼休憩あり
場所 あなんスマート・ワークオフィス
（科学センター敷地内）
定員 7人
託児 あり
（ただし人数に制限あり）
受講費 無料
※養成講座へのお申し込みは、説明会にご参
加いただいた方に限ります。
問 あなんテレワーク推進センター
☎・FAX 24ー8009
e-mail:teleworkhiroba@npoelanvital.com

