
市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

お知らせ
遺言・相続・成年後見制度

無料相談会 
日時　7月9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

阿南警察署だより  
自転車の盗難防止について
JR阿南駅等において自転車の盗難が散見さ
れますので、以下の点に注意してください。
◦駅等に自転車を長期間放置しない。
◦ 二重ロックにする。施錠設備による施錠、
　チェーンロックなど。
◦防犯登録をする。
◦ 自転車の前かご等に貴重品等は放置しな

い。
問  阿南警察署　☎22－0110

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13日㈫まで
※ 資料を無料で差しあげていますので、ご請

求ください。
問  放送大学徳島学習センター
　 ☎088－602－0151

シニアの皆さん！
介護助手として活躍しませんか 

介護助手とは、介護施設で、清掃やシーツ交
換、話し相手など身体への負担が比較的少な
い介護の周辺業務を担うお仕事です。短時間
勤務、無資格、未経験でもご参加いただけます。
対象　概ね60歳以上（50代も可）
モデル期間　 雇用開始日から3カ月間（施設と

相談後、継続雇用あり）
時給　 850円（最低賃金改定により変動する

場合あり）
※ 期間終了後に継続雇用となった場合、各施

設の賃金体系に基づき支給
参加方法等詳しくは、徳島県
社会福祉協議会ホームページ
をご覧いただくか、お問い合
わせください。
問  徳島県社会福祉協議会
　 ☎088－625－2040

手工芸品 チャリティマーケットⅧ
出店者募集 

アクセサリーや布
小物など、ご本
人の手作り品に
限ります。「24時
間テレビ」募金
活動に協力して開催します。売り上げから10％
をご寄付ください。
日時　8月27日㈯、28日㈰　10：00～15：00
場所　文化会館　ホワイエ
参加費　1,000円 
定員　15組程度
申込方法　 ウェブサイトからお

申し込みください。
申込期間　7月1日㈮～
　　　　　16日㈯
※ 3人掛けの会議机を準備し

ます。
問  夢ホール市民協議会夢つくりあなん
　 ☎23－5599

出張自衛隊
説明会の実施  

自衛隊には、さまざま
な職種があります。
現職隊員と一緒に、
自分に合った仕事を
探してみませんか。
対象　 18歳～33歳未満の方またはその保護

者
〈１回目〉
日時　7月24日㈰　
　　　10：00～12：00、13：00～15：00
場所　小松島ルピア1階　セントラルポート

〈2回目〉
日時　7月31日㈰　
　　　10：00～12：00、13：00～15：00
場所　ひまわり会館2階　21世紀室
問  阿南地域事務所　☎22－6981

令和４年度刑務官採用試験   
刑務官は、刑務所、少年刑務所または拘置所
に勤務し、被収容者に対し、日常生活の指導、
職業訓練指導、悩みごとに対する指導などを
行うとともに、刑務所等の保安警備の任に当
たる国家公務員です。高等学校卒業程度で
すが、大学卒も受験できます。
申込期間　7月19日㈫　9:00～28日㈭
　　　　　（受信有効）
申込方法　 インターネット（原則パソコン）によ

る。
※ 受験資格、試験日程等、詳しくは国家公務

員試験採用情報NAVI
　http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html
　または法務省公式ホームページ
　http://www.moj.go.jpをご覧ください。
問  徳島刑務所庶務課人事係
　 ☎088－644－0111

献血にご協力ください（７月）  

実施日 採血場所 住  所 採血時間

６日㈬ 阿南警察署 富岡町 10：00～11：30

１４日㈭

南部
テクノスクール 桑野町 10：00～11：00

株式会社
岡部機械工業 才見町 12：40～14：00

阿南医療
センター 宝田町 15：00～16：20

※400㎖献血のみの実施です。
問  徳島県赤十字血液センター
　 ☎088－631－3200

にっぽん縦断こころ旅
お手紙募集   

NHK-BSプレミアムで放送予定の「にっぽん縦
断 こころ旅（2022秋の旅）」。番組では、皆さ
んからのお手紙で旅のルートを決定するため、
市内の忘れられない場所、風景にまつわる手
紙を募集しています。
徳島県の放送予定　10月17日㈪～21日㈮
応募期間　8月22日㈪まで（必着）
応募内容　 住所、氏名、電話番号、性別、年

齢、思い出の場所、風景にまつわ
るエピソード

応募方法　番組ホームページ
　　　　　http://nhk.jp/kokorotabi
　　　　　FAX03－3465－1327
　　　　　郵送　〒150－8001
　　　　　NHK「こころ旅」係
問  NHKふれあいセンター
　 ☎0570－066－066
　 または☎050－3786－5000

県立南部テクノスクール
受講生募集   

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

定員　15人（母子家庭の母等1人を含む）
※ 応募状況により、訓練が中止となることがあ

ります。
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23日㈫～11月22日㈫
※原則、土、日、祝日は休校
訓練時間　9：00～15：50
訓練場所　四国進学会阿南校
　　　　　（富岡町今福寺3番1）
受講料　無料　
※テキスト代税込10,890円程度は自己負担
申込期間　6月27日㈪～7月26日㈫
申込先　居住地を管轄する公共職業安定所へ
問  公共職業安定所
　 または県立南部テクノスクール
　 ☎26－0250

市民
情報

ひろば ひろば 
の

詳しくはこちら
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《こども講座　時間割》

☆年齢や体力、能力に合わせた班編成で練習します。
　泳ぐ楽しさに気づき、泳力を身につけよう！
☆クラスによりキャンセル待ちになる場合があります。

問い合わせ　スポーツ総合センター　☎22−8733

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29日㈮です。メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。市民
情報

ひろば ひろば 
の

イベント
青空市  

日時　 7月1日㈮、8日㈮、15日㈮、22日㈮、
29日㈮　（毎週金曜日）

　　　6：00～10：00
　　　※雨天でも開催しています。
場所　市民会館駐車場
※出店者募集中
問  加藤　☎090－7571－5337

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　 7月3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　☎090－5278－9359

阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター
８月のイベント

●うみてらすハワイアンダンス教室
日時　 8月6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

● 親子で体験！海辺のまなびや（スノーケリン
グ＆波打ち際の小動物を観察）

日時　 8月7日㈰　13：00～15：30
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　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

●うみてらすドローン体験会
日時　 8月21日㈰　10：00～12：00
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
対象　小学生以上
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

問 スポーツ振興課　☎22－3394

将棋教室会員募集 

阿南こども将棋教室
日程　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
　 ☎090－6888－5686

第14回阿南まちゼミ
スタートします!!

阿南市内の商店主が講師と
なって、プロならではの専門知識や情報・コツ
を受講料無料で教えてくれる少人数制のミニ
講座です。「まちゼミ」は今年で10周年を迎え、
多くの市民の皆さまに喜ばれています。
開催期間　7月30日㈯～9月4日㈰
※参加店舗47店舗、開催講座54講座
申込方法　 チラシの中からお好きな講座を選

んで電話またはWEBでお申し込
みください。

受講申込受付開始日　7月23日㈯～
※ チラシ配布は7月20日㈬以降です。阿南市

内の公民館、公共施設、銀行、郵便局、図
書館に配布します。徳島新聞には7月20日
㈬に折り込みます。

問  阿南商工会議所　☎22－2301

阿南市おはなしボランティア
ネットワーク勉強会 

日時　7月9日㈯　10：10～12：00
場所　那賀川図書館　視聴覚室
内容　「あわわ」絵本編集者
　　　白井宏治さん講演会
　　　「編集者があかす絵本の秘密」
※どなたでも参加できます。
※参加費無料、申込不要
問  阿南市おはなしボランティアネットワーク　

佐々木　☎090－8975－4986

第４回おさかな広場
鮮魚の日曜市を開催します。活魚や貝類の販
売、干物等の販売も行います。地元の漁師さ
んと協力し、新鮮なお魚をご用意しています！
子どもから大人まで楽しめる日曜市です。
日時　7月10日㈰　8：00～12：00
場所　脇田水産有限会社　支社
　　　(中林町蛭子浜1番地)
※次回は、8月7日㈰です。
問  四国東南地域水産加工業イノベーションプ

ラン協議会　脇田　☎23－6512

あわしまマルシェ
とれたて魚介類から新鮮野菜やスイーツ、雑
貨。阿南の有名店も出店。お子さま向けには
ポップコーンや綿菓子も大好評。広々駐車場
完備。ぜひお越しください。
日時　7月17日㈰　10：00～14：00
場所　淡島海岸横亀崎漁港
問  あわしまマルシェ実行委員会
　 篠原　☎090－6284－1955

クラス名 曜　日 時　間 　対　象
B1、B2 水、金曜日 14：50～15：40 年中～年長

C1～ C4、C6 火～金、土曜日 16：00～16：50 年長～小学６年生

C5、C7 土、日曜日 12：00～12：50 年長～小学６年生

D1～ D4 火～金曜日 17：30～18：20
小学１年生～中学３年生

D5 木曜日 18：30～19：20

E1 火曜日 18：30～19：20 小学５年生～中学３年生
４泳法で50ｍ以上泳げる方

こども水泳講座　受講生募集中！

受講料
月4回（週１回）
 4,400円
月8回（週２回）
 6,600円

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
労働省より委託を受け、働くことを希望してい
る15～49歳の若者無業者等およびその家族
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、また職場見学や職場実習を行ってい
ます。
●ハローワーク阿南で出張相談会の開催
日時　7月8日㈮　13：30～16：00
場所　ハローワーク阿南　会議室
※ 事前予約制
問  とくしま地域若者サポートステーション
　 ☎088－602－0553

◆第２回◆
「フードロス
おすそわけ
リレー」開催

賞味・消費期限は
問題なく安全でき
れいな状態のまま
廃棄される前にみ
んなで分けて「大切
にいただく」。おいし
く食べて♪上手に使って♪食品ロス削減にご
協力ください‼️当日並ぶ食品や数量は確定で
きません。なくなり次第終了となります。
日時　7月24日㈰　9：00～なくなり次第終了
※お渡しスタートは9：00からです。
場所　長岡東教育集会所
　　　（横見町長岡東15番地1）
配布される食品例　 お菓子、保存食、お米、

麺類など
※無償配布です。（販売はありません）
お願い　 お持ち帰りいただいたものは最後ま

で大切にいただいてください。転売
はしないでください。お持ち帰り用の
袋をご持参ください。

問  ありがとうつながるearth
　 ☎080－9831－0984

川口ダム自然エネルギーミュージアム
6周年記念サイエンスショー

「ワク・ドキ気体実験！」【要事前申込】

気体で楽しく実験！参加者には「すだちくんエ
コバッグ」と記念品のプレゼントがあるよ！
日時　7月23日㈯　13：00～15：00
場所　那賀町林業ビジネスセンター
参加料　無料
定員　40人　※申込多数の場合は抽選
申込方法　電話でお申し込みください。
申込締切日　7月16日㈯
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/

シニア世代の再就職に関する
相談窓口 

毎月1回、「ハローワーク阿南」に特設窓口を設
け、シニア世代の再就職や就業に向けた面接
相談を行っています。
日時　7月21日㈭、8月18日㈭、9月15日㈭
　　　10：30～15：00
　　　（相談時間は30分程度）
場所　ハローワーク阿南
対象　55歳以上の求職者
参加費　無料
※事前に予約が必要です。
問  徳島県生涯現役促進地域連携事業推進
　 協議会　事務局　☎088－676－4421

阿南ファミリー・
サポート・
センター

●ウエルカム阿南交流会
転入者のための交流会です。お友だち作りや
地域の情報交換など、保健師さんも来てくれて
計測や相談に応じてくれます。妊婦さんも歓
迎！
日時　7月13日㈬　10：00～11：30
場所　ひまわり会館1階　すこやかルーム
●ファミサポは在宅育児応援クーポンが利用
できます。詳しくはお問い合わせください。
問  阿南ファミリー・サポート・センター
　 ☎24－5550

あなんで映画をみよう会 
夏例会

映画「MINAMATA ミナマタ」
伝説の写真家ユージン・
スミスと水俣の実話から生
まれた衝撃の感動作。
日時　7月31日㈰

　　①10：30～12：25
　　②13：30～15：25

場所　夢ホール
　　　（文化会館）
出演　 ジョニー・デップ、真田広之、國村　隼、

美波、浅野忠信、ビル・ナイ
監督　アンドリュー・レヴィタス

入場料
前売り 当日

一般・大学生・専門学校生 1,000円 1,300円60歳以上 1,100円
6～18歳および
障がいのある方 − 500円

会員　　会員募集中です。
　　　　（年会費　500円） 800円

チ ケット販売場所
文化会館、情報文化センター、平惣書店（セン
ター店、羽ノ浦店、徳島店）、中富書店、フジグ
ラン、アピカ
問  あなんで映画をみよう会
　 ☎090－2788－5465

阿南高専公開講座 
●小学生向けプログラミング体験講座
プログラミング教材「プログル」を使ってプログ
ラミングの楽しさを体験します。
日時　
第1回　8月20日㈯　10：00～12：30
第2回　11月12日㈯　10：00～12：30
※各回は同じ内容です。
場所　阿南高専
対象　小学5～6年生
定員　各回12人
受講料　無料
申込締切日　8月3日㈬

●夏休み高専数学教室　宿題対策編
夏休みの数学の宿題で分からない問題を数
学教員と一緒に解いていきます。
日時　8月20日㈯　10：00～15：00
場所　阿南高専
対象　中学1～3年生　
定員　10人
受講料　無料
申込締切日　8月5日㈮

● ボランティア部学生による阿南高専入試対
策セミナー

ボランティア部学生の直伝による入試対策セミ
ナーです。　
日時　8月16日㈫～26日㈮
　　　10：00～12：00　※土、日曜日を除く。
場所　阿南高専
対象　中学２、３年生　
定員　20人
受講料　無料
申込締切日　8月5日㈮

●3次元CAD/CAM/CAE実践講座
Fusion360を使って実践的な三次元モデリン
グ・構造解析・CAM加工技術を学びます。
開催日
①三次元モデリング　9月3日㈯
②三次元構造解析　9月10日㈯
③CAM加工・CNC実習等　9月17日㈯
時間　13：00～17：00
場所　阿南高専
対象　高校生以上の学生・
　　　一般の方
定員　各回10人
受講料　各回1,000円
申込締切日　8月19日㈮

※  講座詳細、申し込みは阿南高専ホームペー
ジ（https://www.anan-nct.ac.jp/）か2次
元コードをご参照ください。

問  阿南工業高等専門学校総務課総務係
　 ☎23－7215


