市民の情報ひろば
お 知 らせ
〔徳島県委託事業〕
徳島県保育士・保育所支援センター

保育士就職準備金貸付制度

ブランクがあってもOK！
もう一度保育士として働
いてみませんか。新たに
保育士として働きたい方
を応援します！
対象 保育士資格を持
ちながら、保育士
として働いていない方で、新たに保育士
として徳島県内の保育所等へ就職する
方
貸付額 20万円以内（1回限り・保育用の被
服費等、必要実費）
※徳島県内の保育所等で2年間継続して働け
ば、返還が免除されます。保育のお仕事に
関する相談は、徳島県保育士・保育所支援
センターまでお気軽にご相談ください。
問 徳島県社会福祉協議会内
徳島県福祉人材センターアイネット
徳島県保育士・保育所支援センター
☎088ー625ー2040
ホームページ：https://hoikujira.jp/

放送大学10月入学生募集
10代から90代の幅広い世代、約9万人の学
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。
出願期間 第1回 8月31日㈫まで
第2回 9月14日㈫まで
※資料を無料で差し上げています。お気軽に
ご請求ください。
問 放送大学徳島学習センター
☎088ー602ー0151

市民の情報ひろばへの掲載について
市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

堤防除草梱包材の無料配布の
お知らせ
那賀川河川事務
所では、堤防の異
常を点検するため
年 2 回の 堤 防 除
草を行っています。
この刈草を梱包して地域の皆さまに無料で提
供しますので、堆肥・敷わら・マルチング材など
に活用されてはいかがでしょうか。除草・梱包
はおおむね下記の期間中に行っていますので、
ご自由にお持ち帰りください。
期間 5月～7月および9月～12月
提供場所
▶楠根桜づつみ公園南側の堤防上
（楠根町新田地先）
▶ガマン堰の堤防上
（下大野町渡り上り地先）
▶北岸堰南側の堤防上（上大野町北豊年地先）
▶宝橋北詰の堤防上（宝田町出口地先）
▶津乃峰橋北詰の堤防上（長生町川ハタ）
※詳しくは、那賀川河川事務所ホームページ
をご確認ください。
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/
notice/invite/weeds.html
問 国土交通省 那賀川河川事務所
管理課 ☎22ー6592

募

集

プールをご利用ください

イベント

◆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31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。
問 スポーツ振興課 ☎22ー3394

阿南高専公開講座

◆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30日㈮、31日㈯、8月1日㈰、
6日㈮、7日㈯、8日㈷
変更後の開館時間 13：00～21：00
問 サンアリーナ温水プール
☎22ー8733

県立南部テクノスクール受講生募集

「アビリンピック徳島大会２０２１」の
参加選手募集

訓練科 事務科
内容 簿記会計の基礎、日商簿記検定試験対
策、ワード、エクセル、パワーポイント等
日 時 9月18日㈯
定員 15人（母子家庭の母等1人を含む）
受付9：00～、競技開始9：30～
対象 離転職者等で、公共職業安定所長か
競技種目 ①ワード・プロセッサ②表計算③パ
ら受講あっせんを受けた人
ソコンデータ入力④オフィスアシス
訓練期間 9月1日㈬～11月30日㈫
タント⑤喫茶サービス⑥ビルクリー
※日、祝日は休校
ニング
訓練時間 9：00～15：50
場所 ▶競技①～⑤ ポリテクセンター徳島
訓練場所 四国進学会 阿南校
（徳島市昭和町8丁目27番地20）
受講料 無料 ※テキスト代は自己負担
▶競技⑥ 徳島ビルメンテナンス会館
申込期間 7月5日㈪～8月4日㈬
（徳島市昭和町2丁目56番地）
申込先 居住地を所管する公共職業安定所へ
参加資格
問 公共職業安定所または南部テクノスクール
◦徳島県内に居住し、身体障害、知的障害、
令和３年度刑務官採用試験
☎26ー0250
精神障害者の手帳もしくは診断書を有する方
刑務官は、刑務所、少年刑務所または拘置所
◦競 技時間に十分耐えうる健康状態にある
に勤務し、被収容者に対し、日常生活の指導、
15歳以上の方（令和3年4月1日現在）
将棋教室会員募集
職業訓練指導、悩みごとに対する指導などを
申込締切日 8月20日㈮（当日消印有効）
行うとともに、刑務所等の保安警備の任に当
阿南こ
ども将棋教室
参加費 無料
（交通費、昼食費は自己負担と
たる国家公務員です。
日程
毎週土曜日 10：00～12：00
する）
高等学校卒業程度ですが、大学卒も受験でき
場所 ひまわり会館3階 和室
応募方法 参加申込書を郵送または持参して
ます。
対象 4歳から高校生まで
（子どもと一緒に習
ください。
（先着順）
申込期間 7月20日㈫ 9：00～29日㈭
ってみたい大人の方）
※詳しくは、2次元コード
※受信有効
またはホームページを
申込方法 インターネット
（原則パソコン）
によ
日本将棋連盟那賀川支部会員
ご覧ください。
日程 毎週土曜日 9：30～17：00
る。
場所 ひまわり会館3階 和室
※受験資格等、詳しくは法務省公式ホームペー
対象 青少年から高齢者の方まで性別、年齢
ジをご覧ください。
問 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支
を問いません。
http://www.moj.go.jp/
援機構 徳島支部 高齢・障害者業務課
※日程、申込方法等、詳しくはお問い合わせく
問 徳島刑務所庶務課人事係
☎088－611－2388
ださい。
☎088‐644‐0111
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/
問 日本将棋連盟普及指導員
tokushima/abi2021.html
☎090ー6888ー5686
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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。

阿南市おはなしボランティア
ネットワーク勉強会

川口ダム自然エネルギーミュージアム

工作教室
「UV チェッカーストラップ」

●ザリガニロボットを作って遊ぼう
日 時 ７月31日㈯ 9：00～12：30
対象 小学4～6年生（保護者同伴）
受講料 無料（別途傷害保険料が必要）
申込期間 7月5日㈪～16日㈮
●作って体験！エネルギーを生み出す先端材料
日 時 ７月31日㈯
①10：00～12：00 ②13：00～15：00
対象・定員 中学生 ①②各回4人
受講料 無料（別途傷害保険料が必要）
申込期間 7月5日㈪～16日㈮
●小学生向けプログラミング体験講座
オンラインでも受講可能。
日 時 ①8月22日㈰ ②11月6日㈯
10：00～12：30
対象・定員 小学5～6年生 ①②各回10人
受講料 無料
申込期間 7月12日㈪～8月4日㈬

紫外線で色が変わるビーズでストラップを作ろう。
日時 ７月3日㈯～18日㈰の土、日曜日
７月22日㈷～31日㈯
時間 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
材料費 100円 ※予約不要
※7月23日で開館5周年！さまざまな記念イベ
ントを開催します。詳しくは、ホームページを
ご覧ください。
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）
☎0884－62－2209
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/

〈共通事項〉
場所 阿南高専
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
☎23－7215 ※平日9：00～16：00
e-mail:kikaku@anan-nct.ac.jp

バランスボールではずもう

運動不足解消、ストレス発散、
リフレッシュに。バランスボール
ではずんでみませんか。
日程 7月1日㈭、8日㈭、
   15日㈭、29日㈭
   10：00〜11：00
場所 ラヴォワール
（向原町天羽畭
115番地1）
定員 各回4人（先着順）
カイロプラクターによる
参加費 1回1,500円
からだのゆがみとり運動教室
※要予約
服装 動きやすい服装（はだしで行います）
骨盤のゆがみを整えることで症状の改善をめ
持参物 飲み物、タオル
ざします。一緒に楽しく運動しましょう。
申込締切日 該当週の月曜日13：00まで
日時 ７月4日㈰、31日㈯ 10：00～11：30
※バランスボール、マットは貸し出します。
場所 夢ホール
（文化会館） 工芸室
問 一般社団法人体力メンテナンス協会
参加費 1,000円（用具貸出費含む）
会員 田上 ☎090ー5141ー6417
持参物 動きやすい服装、タオル、飲み物
LINE  @363avfhl
※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 ☎090－5278－9359

日時

7月10日㈯
10：10～12：00 ( 受付10：00～ )
場所 那賀川図書館 視聴覚室
内容 絵本作家  羽尻利門さん講演会
       「絵本づくりに込める思い」
定員 40人
参加費 無料
※要申込。2次元コードの
専用フォームからお申し
込みください。
問 佐々木
☎090ー8975ー4986

保育士による
ベビーマッサージ教室
免疫力を高めて心も体も健や
かに♪赤ちゃんとのお出かけに、ママの気分転
換にも♪おうちでできる手順シートプレゼント♪
日時 ７月７日㈬ 10：30～11：30
場所 ラヴォワール
（向原町天羽畭115番地1）
内容 免疫力 UPすくすくべビマ
対象 生後2カ月～1歳頃の赤ちゃんとママ
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

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時 ７月10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
何か、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
※土、日曜日は☎26－1157

自衛官採用試験案内

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 7月 2日㈮
第2回 8月13日㈮
第3回 9月 3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～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。
問 あなん子ども太鼓保護者会 堺
☎090ー3182ー8502

自衛官候補生

一般曹候補生

（任期制自衛官の （部隊の中核となる
コース）
自衛官を養成する
コース）

身

航空学生

（海 ･ 空自衛隊のパイロットを
養成するコース）

分

特別職国家公務員
空：高卒、21歳未満の男女
応募資格
18歳以上32歳未満の男女
海：高卒、23歳未満の男女
受付期間 年中受付中
9月6日㈪まで 9月9日㈭まで
1次試験
受付時に
1次試験
試 験 日
9月17日㈮～
お知らせします。
9月20日㈷
18日㈯の1日
試験会場
各種目とも徳島県内で実施します。
問い合わせ 自衛隊阿南地域事務所 ☎ 22−6981
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