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お知らせ
徳島県委託事業
徳島県福祉人材センター
アイネット
福祉のお仕事相談 
福祉のお仕事を探している方、興味がある方！
就職や転職活動のこと、福祉の資格取得など
について、相談を受け付けています!!

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
◆福祉の資格のご相談
◆�介護福祉士・保育士等の修学資金等の貸
付
◆福祉の知識・技能取得セミナー
◆履歴書の書き方や働き方等のアドバイス
◆小中高大学等での福祉の授業

問��徳島県福祉人材センターアイネット
（徳島県社会福祉協議会内）　
　�☎088ー625ー2040
　�https://ainet-tokushima.jp

募　集
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　
▶CAD機械科（6カ月）
▶住環境計画科（6カ月）
訓練期間　８月２日㈪～令和４年１月28日㈮
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　５月28日㈮～７月２日㈮

問�ポリテクセンター徳島
　�☎088ー654ー5102
　�※平日9：00～17：00

カイロプラクターによる
からだのゆがみとり運動教室�

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　６月６日㈰、27日㈰　10：00～11：30
場所　夢ホール（文化会館）　工芸室
参加費��1,000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�

県立南部テクノスクール
受講生募集 �

訓練科　介護実務者・同行援護研修科
内容　介護実務者研修課程修了
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方
訓練期間　8月5日㈭～令和4年2月4日㈮
※日、祝日、お盆、年末年始は休校日
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9日㈬～7月8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�

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　9：30～17：00
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、詳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ー6888ー5686

コロナ禍にも負けない！ 阿南に響かそう！
「こどもの歌声」で明るく楽しい家庭
阿南市コロナ対策ガイドラインを厳守し

「安全安心」な活動を行っています
阿南少年少女合唱団 団員募集!! 
お子さまに応じた音感教育や音楽のお稽古
（理論）も指導しています♪

練習日　毎週土曜日
時間　13：30～15：30
　　　（各クラス1時間のレッスン）
練習場所　ひまわり会館　21世紀室
対象　3歳から高校生まで
募集人数　3密を避けるため5人以内
　　　　　（先着順）

※�詳しくは下記メールまたは電話にてお問い
合わせください。
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
　�e-mail:mamion711＠docomo.ne.jp

ひとり親家庭の母・父および寡婦のための
「就業支援講習会」受講者募集 

対象　�ひとり親家庭の母・父（配偶者の暴力に
より、親と子で避難している等、婚姻の
実態は失われているが、やむを得ない
事情により離婚の届出を行っていない
方を含みます。）および寡婦。なお、定
員に満たない場合は、ひとり親家庭の
子どもも受講できる場合があります。

調剤薬局事務講習会
日程　7月21日㈬、23日㈷、28日㈬、
　　　30日㈮、8月4日㈬　10：00～16：00
　　　※8月4日㈬のみ10：00～12：00
場所　商工業振興センター
受講料　無料（テキスト代3,667円は本人負担）
定員　5人
申込方法　�メール、電話、郵送、ファクスでお

申し込みください。
申込締切日　7月14日㈬

問��〒770ー0943　徳島市中昭和町1丁目2
番地　徳島県立総合福祉センター2階

　�（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
　�☎088ー654ー7418
　�FAX088ー654ー7414
　�e-mail:boshi-04@song.ocn.ne.jp

たちばな観音まで歩こう（約7km） 
開催日　6月12日㈯　※小雨決行
内容　�9：00中浦緑地公園集合～防災公園

～御獄神社～たちばな観音～阿南
CC入り口～阿南二中～12：00頃中
浦緑地公園で解散

※当日受付です。
参加費　100円
交通　�徳島バス橘線利用7：15JR徳島駅前

～8：00羽ノ浦南～8：18富岡～8：28
橘営業所～8：31橘西バス停着の下り

駐車場所　国道付近から案内します。

問��阿南歩こう会　新川
　�☎・FAX22－3188

「第47回親と子の水泳教室」
参加者募集�

対象　�泳ぐことができない、または10m程度
の泳力がある小学生とその親

日程　7月30日㈮、31日㈯、
　　　8月1日㈰、6日㈮、7日㈯、8日㈰�
時間　10：00～11：00
場所　スポーツ総合センター　温水プール
参加費　�利用料が毎回必要です。
　　　　（大人500円、子ども300円）
定員　40人(先着順)
受付期間　6月7日㈪～7月16日㈮
　　　　　17：00まで

問��スポーツ振興課　☎22－3394

市民の情報ひろば 市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

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

新型コロナウイルス感染症の影響により、上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。

保育士による
ベビーマッサージ＆スキンケア教室  

●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♪
日時　6月4日㈮��10：30～11：30
内容　筋力UPすくすくべビマ
対象　生後2カ月～1歳頃までの赤ちゃんとママ

●男の子のためのベビースキンケア教室
お母さんには分からない男の子のおちんちん
ケア。小さい頃からのケアで清潔を保ち、トラブ
ルが起こりにくくなります。おうちですぐできるケ
アを学びましょう♪
日時　6月9日㈬　�10：30～11：30
対象　0歳～の男の子とママ

＜共通事項＞
場所　ラヴォワール(向原町天羽畭115番地1)
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
参加者募集  

●化学実験でみつけよう自由研究の種！
化学実験を通して自由研究のヒントを見つけ
てみませんか。家庭で手に入るものでも化学
の実験はできるんです！デンプンの分解反応、
炎色反応、COD測定の実験をします。
日時　7�月17日㈯　9：00～12：30
対象　小学校中学年～高学年の方
定員　10人
申込期間　�6月14日㈪～25日㈮

●と くしますぎの「九九の糸かけ」をつくろう
九九を視覚的、芸術的に覚える「九九の糸か
け版」を作ります。それぞれの段により異なる図
形ができる理由を一緒に考えましょう！
日時　7月22日㈷　10：00～12：00
対象　小学1～3年生の方
定員　10人
申込期間　6月21日㈪～7月2日㈮

〈共通事項〉
場所　阿南高専
受講料　無料（別途傷害保険料が必要）
申込方法　メールでお申し込みください。
※�詳しくは、阿南高専ホームページでご確認く
ださい。

問�阿南工業高等専門学校総務課
　�企画情報係　☎23ー7215
　�※平日9：00～16：00
　�e-mail:kikaku@anan-nct.ac.jp

放課後児童クラブの支援員を
募集します   

勤務先　阿南市内の放課後児童クラブ
資格　�放課後児童支援員、保育士資格、教

員免許、社会福祉士などの資格をお持
ちの方または取得予定の方

業務内容　�遊びや宿題の指導、運営に関す
る事務等手伝い、清掃等の施設
の維持管理

※�賃金や勤務条件は、各クラブによって異なり
ます。
※�勤務クラブ、応募方法等についてはお問い
合わせください。

問�阿南市児童クラブ連絡協議会　片山
　�☎090ー6285ー0189

阿南市国際交流協会の
語学教室で
学びませんか!!  
小学生から大人まで受け付けています。
●日本語教室
日程　毎週日曜日
　　　▶10：00～12：00（富岡公民館）
　　　▶13：30～15：30（新野公民館）
参加費　無料
※教科書代が約2,750円必要です。

●英語教室
日程　第2、4月曜日　19：30～21：00
場所　富岡公民館
参加費　3カ月4,000円

●中国語教室
日程　毎週木曜日　19：30～21：00
場所　富岡公民館
参加費　1カ月3,000円

問�阿南市国際交流協会　野村
　�☎090ー4975ー8016

親子和太鼓体験教室  参加者募集   
ストレス発散、運動不足
解消に！和太鼓の響き、
轟を感じてみませんか。
日程　第1回　6月�4日㈮�

第2回　7月�2日㈮
第3回　8月�6日㈮

時間　各日19：00から約1時間程度
場所　宝田公民館2階　ホール
対象　5歳から小学6年生の子どもと保護者
募集人数　5組10人程度（電話受付先着順）
持参物　飲み物、上履き
※練習中もマスク着用をお願いします。
※��新型コロナウイルス感染状況により予定を変
更する場合があります。

問�あなん子ども太鼓保護者会　堺
　�☎090ー3182ー8502

イベント
川口ダム自然エネルギーミュージアム 
無料工作「アジサイしおりづくり」�

アジサイの花びらを使って、季節感いっぱいの
しおりを作ろう。
日時　6月5日㈯～27日㈰の土、日曜日
　　　9：30～16：30（製作時間5分程度）
場所　川口ダム自然エネルギーミュージアム
参加費　無料
※予約不要

問�川口ダム自然エネルギーミュージアム
　�（那賀町吉野字イヤ谷72番地1）
　�☎0884ー62ー2209
休館日　毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
開館時間　9：30～16：30　入館料　無料
URL：https://www.kre-museum.jp/

阿南市B&G海洋センター
7月のイベント �

●うみてらすハワイアンダンス教室
日時　7月10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
申込方法　電話での申し込み（先着順）
講師　わけべのりこフラスタジオ　
　　　安室英子さん

●うみてらすドローン体験会
日時　7月17日㈯　10：00～12：00
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
対象　小中学生以上
　　　（小学生については保護者の同伴要）
参加費　無料　定員　10組
申込方法　電話での申し込み（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�

●親子で体験！海辺のまなびや
日時　7月25日㈰　13：00～15：30
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　500円　定員　10組
申込方法　電話での申し込み（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

●メチャめちゃ楽しい♪
　Zumba（ズンバ）教室
日時　7月31日㈯　19：00～20：00
場所　うみてらす北の脇1階　艇庫
参加費　500円
申込方法　当日うみてらす北の脇にて受付
　　　　　（18：30～受付）
講師　一般社団法人�NICE

問�スポーツ振興課　☎22ー3394


