市民の情報ひろば
お 知 らせ

８月は「電気使用安全月間」です

テーブルタップを使って、いくつもの電気器具を
同時に使っていませんか。この状態をタコ足
配線といいます。テーブルタップのコードは、流
せる電流の量に制限があります。
タコ足配線は、コードが過熱して火災の原因に
なることがあり危険です。器具が増えたらコン
セントを増やしましょう。
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

羽ノ浦納涼祭および
古庄水神社まつり・
岩脇夏まつりの
中止について
毎年7月31日に開催しています羽ノ浦納涼祭
および8月16日に開催しています古庄水神社ま
つり・岩脇夏まつり
（花火大会を含む）
につい
て、新型コロナウイルスの感染拡大防止と来場
者および関係者の安全確保の観点から、今年
の開催は中止とすることを決定しましたのでお
知らせします。
開催を楽しみにされていた皆さまにはお詫び
申し上げるとともに、ご理解をいただきますよう
お願いします。
問 羽ノ浦商工会 ☎44ー4858

事業主・人事労務担当者の皆さま

あなたの会社の「働き方改革」を
見直しませんか
◦テレワークを導入したい。
◦パワハラ防止法への対応がわからない。
◦70歳までの雇用延長への対応はどうすれば
よいか。
◦働き方改革推進支援助成金について知りた
い。
働き方改革の疑問や悩みについて、専門家が
個別に企業訪問、セミナー開催、出張相談会、
個別相談をすべて無料で行います。ぜひご利
用ください。
問 徳島働き方改革推進支援センター
☎0120ー967ー951 9：00～17：00
※月～金曜日。毎週木、金曜日は18：00まで
（祝日、年末年始除く）
e-mail:soudancenter@tokushima-sr.jp
働き方改革関連法の詳細は、
「働き方改革」
特設サイトへ
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/
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市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

預けて安心！
自筆証書遺言書保管制度
あなたの大切な遺言書を法務局
（遺言書保管
所）
がお預かりします。大切な方に財産を残し
ておきたいときなどに、終活の一環としてご利
用されてはいかがですか。
詳しくは、お近くの法務局にお問い合わせいた
だくか、法務局ホームページをご覧ください。
問徳
 島地方法務局供託課
☎
 088ー622ー4867または徳島地方法務
局阿南市局 ☎22ー0410

募

集

徳島県指定介護職員初任者研修
日程 9月4日㈯～12月11日㈯ 毎週土曜日
9：00～16：00（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 阿南市在住の方
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（先着順）
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します。
申込締切日 8月19日㈭
問 阿南市社会福祉協議会 ☎23ー7288

令和３年硬式テニス初心者講習会
テニスをしたことがない方、一度テニスを体験
してみませんか！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21日㈯、28日㈯、9月4日㈯、
11日㈯、18日㈯、25日㈯
（毎週土曜日、全6回、予備日あり）
19：00～21：00
※申込者が6人未満の場合、中止することが
あります。
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14日㈯までに氏名、住所、生
年月日、電話番号を記入の上、下記まで電
子メールでお申し込みください。
e-mail:anan.tennis@gmail.com
（阿南市テニス協会事務局）
※貸しラケットが必要な方は申し込みメールに
ご記入ください。
問 阿南市テニス協会初心者講習会
責任者 古山 ☎090ー4970ー6923

簿記講座受講者募集
～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～

次のとおり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1日㈬～12月15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
シニアの皆さん！
内容 日商簿記3級程度
「介護助手」として活躍しませんか
定員 15人
「介護助手」
とは、介護施設で、
「清掃やシーツ
受講料 毎月3,000円、申込金10,000円
交換、話し相手」など身体への負担が比較的
※一定の要件を満たせば、申込金を返金
少ない「介護の周辺業務」を担うお仕事です。
申込締切日 8月11日㈬
短時間・無資格・未経験でも参加可。
問 阿南商工会議所 ☎22ー2301
対象 概ね60歳以上（50代も可）
期間 9月頃から3カ月間（継続雇用もあり）
時給 850円（継続雇用となった場合、各施
設備業界就職へのＩ
Ｔ・ＣＡＤ基礎コース
設の賃金体系に基づき支給）
製図基礎知識や CAD 概論・実習などを基礎
から学ぶほか、IT 基礎知識、コミュニケーショ
事前説明会にご参加ください
ン技法を習得します。受講料無料、別途教材
●特別養護老人ホーム ヴィラ羽ノ浦
費が必要です。
（羽ノ浦町岩脇上平69番地 ☎21－8181） ※厚生労働省の就職氷河期世代の方向けの
日時 8月５日㈭ 14：00～
短期資格等習得コース事業により運営され
ています。
●介護老人保健施設 阿南名月苑
日程 9月6日㈪～11月30日㈫の月～金曜日
（上中町南島325番地1 ☎22－2210）
9：30～12：20
日時 8月13日㈮ 10：00～
場所 ㈱穴吹カレッジサービス
（徳島市寺島本町東3丁目12番地7）
問 徳島県社会福祉協議会
対象 正社員での就職を希望する35～54歳
☎088－625－2040
の方
詳しくはこちら→
申込締切日 8月23日㈪
問 ㈱穴吹カレッジサービス
☎088－653－3179

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。
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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。

令和3年度徳島県柔軟な働き方
「テレワークするんじょ！」事業
「自分らしい働き方を見つけよう！」

とくしま林業アカデミー
令和４年度 第７期生募集
1年間の研修により、林業の現場で即戦力とな
る知識・技術を習得できます。入学金・研修費
用無料。第1期～5期生の林業就業率100％。
条件を満たせば「緑の青年就業準備給付金」
年間最大155万円が給付されます。
募集人員 20人程度
募集期間 令和4年1月28日㈮まで
試験日 【第1回】 9月5日㈰
【第2回】 12月5日㈰
【第3回】 令和4年2月6日㈰
※合格者が定員に達した場合、それ以降の試
験は実施しない場合があります。
問 公 益社団法人 徳島森林づくり推進機構
技術支援課 ☎088－635－7812
FAX088－661－6055
※土、日、祝日を除く8：30～17：15

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）
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

時間や場所にとらわれない柔軟な働き方「テレ
ワーク」の説明とオンライン会議ツール
（Zoom）
体験を行います。お気軽にご参加ください。
日 時 9月3日㈮ ①10：30～12：00
②13：00～14：30
※①②は同じ内容です。ご都合の良い
時間をお選びください。
場所 あなんスマート・ワークオフィス
（那賀川町上福井南川渕14番地1
科学センター敷地内）
定員 各回10人
参加費 無料
持参物 パソコン、タブレット、スマートフォン
のいずれか
（パソコン推奨）
、筆記用
具
※マスクを着用してお越しください。
申込方法 テレワークセンター徳島ホームペー
ジの申し込みフォーム
（2次元コー
ド）
または電子メールに、氏名、電
話 番 号、メールアドレス (info@
tokushima-telework.jpからの受
信が可能なもの) 、希望日時・会場
（第2希望まで）、お子さま同伴の
場合は年齢を記入の上、お申し
込みください。
申込締切日 8月25日㈬
※新型コロナウイルスの感染状況により予定が
変更になる場合があります。
問 テレワークセンター徳島
☎090ー3187ー9845
e-mail:info@tokushima-telework.jp

自衛官採用試験案内
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

分

応募資格

18歳以上32歳未満の男女

受付期間

年中受付中

試 験 日

1次試験
受付時に
9月17日㈮～
お知らせします。
18日㈯の1日

9月6日㈪まで

空：高卒、21歳未満の男女
海：高卒、23歳未満の男女
9月9日㈭まで
1次試験
9月20日㈷

各種目とも徳島県内で実施します。

問い合わせ

広報 あなん

（海 ･ 空自衛隊のパイロットを
養成するコース）

特別職国家公務員

試験会場
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自衛隊阿南地域事務所

☎ 22−6981

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練 受講生募集

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

平和パネル展
２０２１

あなんで映画をみよう会
創立30周年記念事業

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4年3月30日㈬
〈7カ月コース〉
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。
▶ CAD 機械科 ▶住環境計画科
訓練期間 10月1日㈮～令和4年4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 7月30日㈮～9月3日㈮
問 ポリテクセンター徳島
☎088ー654ー5102

昨年に引き続き今年も
行います。平和の事を
一緒に考えませんか。
日時 8月4日㈬～7日㈯ 10：00～18：00
  （最終日15：00まで）
場所 那賀川図書館 市民ギャラリー・視聴
覚室
展示パネル ナガサキ・ヒロシマ原爆と人間・
731部隊ほか
料金 無料
問 新日本婦人の会阿南支部
☎ 070ー5351ー9892

イベント

●うみてらすドローン体験会
日 時 9月4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

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日 時 8月14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

阿南ファミリー・サポート・センター

●あなんっこあつまれ！夏まつり交流会
楽しいワークショップでスタンプラリー☆5つの
スタンプがたまると景品がもらえるよ。夏休み
の思い出に親子で楽しんでね♪
日 時 8月21日㈯ 10：00～12：0
0
場所 ひまわり会館1階 すこやかルーム
内容 おもちスライム、ウォーターコイン、ヘア
アクセサリーづくり、かたぬき、ペーパー
スピナー
参加費 無料
定員 20組程度（先着順）※要予約
●つくるん day「防災トイレをつくろう」
段ボールを使ってトイレをつくります。火を使わ
ず蒸気で食品を加熱できる、ヒートパックの実
演も行います。みんなで防災について考えよう！
日 時 8月25日㈬ 10：00～11：30
場所 阿南ファミリー・サポート・センター
持参物 なし
参加費 無料
定員 10人程度（先着順）※要予約
問 阿南ファミリー・サポート・センター
☎24－5550

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 B&G 海洋センター
9月のイベント

●うみてらすハワイアンダンス教室
日 時 9月11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
●うみてらす紅茶教室
日 時 9月18日㈯ 10：00～12：00
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 株式会社 Tea Party 前川達也さん
●親子で体験！海辺のまなびや
（マイクロプラスチック調査＆ビーチクリーン
活動）
日 時 9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 9月25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

映画「スパイの妻」
鑑賞会
平和パネル展
日時

保育士による
ベビーマッサージ教室

8月8日㈷
①10：30～12：25
②14：00～15：55
夢ホール
（文化会館）
黒沢 清
蒼井 優、高橋一生、東出昌大ほか

便秘や夜泣きに効果的です！赤ちゃんとのお
出掛けに、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 8月4日㈬ 10：30～11：30
場所 ラヴォワール
前売り
当日
( 向原町天羽畭115番地1)
1,300円
一般・大学生・専門学校生
内容 お腹すっきり夜ぐっすりべビマ
1,000円
60歳以上
1,100円
対象 生後2カ月～1歳頃の赤ちゃんとママ
6〜18歳および
−
500円
参加費 1回1,500円
障がいのある方
※要予約
チケット販売場所 文化会館、情報文化セン 問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
ター、平惣書店（センター店、羽ノ浦店、
PLUS BABY 玉置
徳島店）
、中富書店、フジグラン、アピカ
☎090ー2895ー0224
問 あなんで映画をみよう会
☎090ー2788ー5465
場所
監督
出演
入場料

バランスボールではずもう

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ため、楽しく一緒に運動
しましょう。
日 時 ８月１日㈰、15日㈰ 10：00～11：30
場所 夢ホール
（文化会館） 工芸室
定員 ５人（先着順）
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

第13回〝阿南まちゼミ〟
（全国一斉まちゼミ）
開催案内
今年は、全国の商店主が9～
11月を含む期間、全国で一
斉に「まちゼミ」を開催しよう
としています。阿南まちゼミも「全国一斉まちゼ
ミ」に取り組み、全国の中でトップスタートとな
ります。
コロナ禍で落ち込んでいる地域の方々に、少し
でも元気を取り戻していただくため、阿南市内
の商店主がさまざまな講座を準備して、地域の
市民の皆さまに喜んでいただくゼミを開催しま
す。
期間 7月29日㈭～9月5日㈰
※参加店舗数54店舗、講座数61講座
申込方法 チラシの中の各店舗までお電話く
ださい。チラシは7月19日㈪の新
聞に折り込まれています。公民館
ほか公共施設にも配布しています
のでご確認ください。
問 阿南商工会議所 ☎22ー2301

バランスボールではずんで運動不足解消、スト
レス発散、
リフレッシュに。
日程 8月5日㈭ 、19日㈭、
26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）
参加費 1回1,500円
※要予約
服装 動きやすい服装（はだしで行います。）
持参物 飲み物、タオル
申込締切日 該当週の月曜日13：00まで
※バランスボール、マットは貸し出します。
問 一般社団法人体力メンテナンス協会
会員 田上 ☎090ー5141ー6417
LINE  @363avfhl

元気になろう会
毎月全国400カ所活動中 ! 健康ボランティア
の会。今の日本の現状は、100人のうち70人
が病気で亡くなっています。元気で長生きをす
るために、気功とツボ押しを通して、病気に打
ち勝つ心と体をつくりませんか !
日程
①8月20日㈮ 10：00～11：30
（津乃峰町総合センター2階 談話室）
②8月26日㈭ 14：00～15：30
（ひまわり会館3階 くつろぎの間）
※各会場、毎月1回行っています。
※どちらにでもお越しください。
※動きやすい服装でお気軽にお越しください。
※物 品販売および政治・思想・宗教などとは
一切関係がありません。
問 元気になろう会 海斗
☎090ー1174ー7457
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