
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
あっ！停電…??  

●問い合わせは
　停電情報提供ダイヤルへ
　☎0120－459－270(24時間受付)
お客さまが話されたご住所をAIが音声認識し、
その地域の停電状況を自動音声でお答えする
システムです。
●LINEで停電情報をお知らせします
お客さまが事前に指定されたエリアで停電が
発生した場合、「停電発生」と「停電復旧」の
タイミングで停電情報をお知らせします。

問  四国電力送配電株式会社徳島支社
　 阿南事業所　☎0120－410－199

８月は「電気使用安全月間」です
夏は水を使う機会
が多い上に、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
グやスイッチをさわ
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、手をよくふいてから取り扱
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　☎22－8177

STOP！熱中症
職場の熱中症予防対策は万全ですか

－熱中症予防対策の徹底を図りましょう－

「熱中症」とは高温多湿な環境下で体内の水
分や塩分のバランスが崩れたり、体内の調整
機能が破綻するなどして発症する障害を総称
した疾病で、重篤な場合、死に至る恐ろしい疾
病です。
管理者は、暑さ指数を確認し、巡視などにより、
次の事項を確認しましょう。
◦暑さ指数の低減対策は実施されているか
◦各作業者が暑さに慣れているか
◦ 各作業者は水分や塩分をきちんと取ってい

るか
◦各作業者の体調は問題ないか
◦ 作業の中止や中断をさせなくてよいか
異常時の措置
～少しでも異変を感じたら～
◦いったん作業を離れる
◦病院へ運ぶ、または救急車を呼ぶ
◦病院へ運ぶまでは一人きりにしない
問  阿南労働基準監督署
　 ☎22－0890

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・敷わら等に活用されてはいかがでしょうか。
除草・梱包は概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　
▶ 楠根桜づつみ公園北側の堤防上（楠根町金

石地先）
▶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）
※ 詳細は、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
　 ☎22－6592

募　集
海上保安庁職員募集

海上保安大学校学生採用試験
－高等学校卒業程度－

幹部海上保安官として海上保安業務に従事し
ます。（幹部職）
受付期間　8月25日㈭9：00～9月5日㈪
申し込みはインターネットで行ってください。
※ インターネット環境（原則パソコン）およびプ

リンターが必要になります。
問  徳島海上保安部　管理課
　 ☎0885－33－2246

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 

日時　9月7日㈬～12月21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
内容　日商簿記3級程度
定員　15人
受講料　毎月3,000円、申込金10,000円
※一定の要件を満たせば、申込金を返金
申込締切日　8月8日㈪
問  阿南商工会議所　☎22－2301

阿南少年少女合唱団団員募集‼ 
3歳から高校生まで。3つのコースに分かれてお
子さまのレベルに応じた音感教育や音楽のお稽
古（理論）を指導しています♪
日程　毎週土曜日 13：30～15：30
　　　各コース60分程度のレッスン
場所　ひまわり会館2階　21世紀室
※ 詳しくは、メールまたはお電話にてお問い合わ

せください。見学希望も、お問い合わせお待
ちしています。

問  初崎　☎090－7623－0222
　 e-mail:mamion711@docomo.ne.jp

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。
日時　8月5日㈮
　　　19：30～1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
問  あなん子ども太鼓保護者会
　 堺　☎090－3182－8502

市民
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友だち追加はこちらから

すマ第19-138号

自衛官候補生
部隊を支える　　　
若い力

一般曹候補生
部隊の中核を担う　　
スペシャリスト

航空学生
大空を舞台に活躍する

パイロット

応募資格 18歳以上33歳未満の男女 空：�高卒、21歳未満の男女
海：�高卒、23歳未満の男女

受付期間 9月27日㈫まで 9月5日㈪まで 9月8日㈭まで

試 験 日 10月2日㈰～
4日㈫の内1日

1次試験
9月16日㈮～
17日㈯の内1日

1次試験
9月19日㈷

※詳しくは、お問い合わせください。
　事前に予約していただければ、土、日、祝日も説明対応します。
問  自衛隊徳島地方協力本部　阿南地域事務所　☎ 22−6981

徳島海上保安部HP



２次元コード

25   広報 あなん  2022.08 広報 あなん  2022.08   24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。

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
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イベント
阿南高専第３回U-16

プログラミングコンテスト阿南大会
日時　11月6日㈰　10：00～12：30
※オンライン開催となる可能性あり。
場所　阿南工業高等専門学校
対象　小学5～6年生　
参加料　無料
申込方法　�2次元コードから

お申し込み
ください。

申込締切日　10月24日㈪
※�コンテストではプログラミ
　ング教材「プログル」を使
　用します。
　�プログルについての事前講習会を予定して
います。詳しくは下記の阿南高専ホームペー
ジ（公開講座）をご覧ください。
　https://www.anan-nct.ac.jp/facility/
　techno/openlecture/
問��阿南工業高等専門学校総務課総務係
　�☎23－7215

若者の「働く」を応援します 
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。
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　8月19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

川口ダム自然エネルギーミュージアム
夏休みイベント開催中！

8月は休まず開館。常設展示に加え、毎日以
下のイベントを開催します。
期間　8月31日㈬までの9：30～16：30
①夏休みイベント「大漁！磁石で魚釣り」
屋外特設テントで自由に遊べます。
※荒天時中止
②宿題応援企画
　「おうちで実験！ワークシート」
ワークシートにそっておうちで実験してみよう！
③工作材料無料プレゼント
おうちでできる簡単工作。内容は来てのお楽
しみ♪
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/

阿南ファミリー・
サポート・センター

●あなんっこあつまれ♪
　（親子向け）
藍の葉のたたき染めをしてフォトフレームにしよ
う！プラネタリウム鑑賞もあり。
日時　8月4日㈭　10：00～11：30
場所　科学センター
参加費　無料　※要申込（先着20組）
● つくるんday「藍の葉のたたき染めをしてファ

ブリックパネルをつくろう」（提供会員、両方
会員向け）
葉っぱの形に染めてオンリーワンのインテリア
を作りましょう。
日時　8月4日㈭　13：30～15：00
場所　科学センター
参加費　無料　※要申込（先着10人）
●会員講習会
　保育サービスを提供するために
　安全・事故（救急救命法・AED講習）
この2つの講座を修了すると送迎活動が可能
になります。
日時　8月26日㈮　10：00～16：00

（休憩12：00～13：00）
場所　ひまわり会館
参加費　無料　※要申込
※昼食は各自ご準備ください。
問��阿南ファミリー・サポート・センター
　�☎24－5550

平和のパネル展2022
日時　8月4日㈭～7日㈰
　　　10：00～18：00
　　　（最終日15：00まで）
場所①　那賀川図書館　市民ギャラリー
展示パネル　�ナガサキ・ヒロシマ原爆と人間、

高校生の絵ほか
場所②　情報文化センター　エントランス
展示パネル　�被爆体験を聞き高校生が描い

た絵、ナガサキ・ヒロシマ原爆と
人間（一部）

料金　無料
問��新日本婦人の会阿南支部　☎44－3444

第38回阿南市民平和祈念集会を
開催します

核兵器のない永遠の平和を引き継いでいくこ
とを祈念する集いを開催します。
日時　8月9日㈫　8：00～8：30頃
場所　市役所前広場　平和祈念の塔前
●被爆アオギリ２世写真パネル展も開催
広島に落とされた原爆で被爆しながらよみが
えったアオギリの種から生まれた被爆アオギリ
2世が、県内各所に植えられています。それら
の写真パネル展を開催します。
期間　8月1日㈪～12日㈮　9：00～17：00
場所　市役所2階　市民交流ロビー
問��阿南市民平和のつどい実行委員会事務局
　�（阿南市職員労働組合連合会内）
　�☎23－1618

募　集
硬式テニス初心者講習会

参加者募集
対象　�15歳以上で、未経験者、初心者および

初級者
日程　�8月20日㈯、27日㈯、
　　　9月3日㈯、10日㈯、17日㈯、24日㈯
　　　（毎週土曜日、全6回、予備日あり）
　　　19：00～21：00
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13日㈯までに氏名、住所、生

年月日、電話番号を記入の上、阿
南市テニス協会事務局まで電子
メールでお申し込みください。

　　　　　e-mail:anan.tennis@gmail.com
※�貸しラケットが必要な方は申込メールにご記
入ください。申込者が6人未満の場合、中
止することがあります。
問��阿南市テニス協会初心者講習会
　�責任者　古山　☎090－4970－6923

夏休みバウンドテニス教室
参加者募集 

日時　8月24日㈬、25日㈭
　　　10：00～12：00（受付9：45～）
場所　スポーツ総合センター
対象　小学生以上、大人の方も大歓迎
　　　（2日間とも参加できる方）
　　　※小学3年生以下は保護者同伴
定員　20人程度（先着順）
参加費　300円（2日間分、保険料込み）
持参物　体育館シューズ、飲み物、タオル
申込方法　ファクス、電話またはショートメール
　　　　　（氏名、年齢（学年）、電話番号）
申込締切日　8月15日㈪
問��阿南市バウンドテニス協会
　�FAX49－1785
　�☎080－6389－4329（戸井）
　�☎090－4786－6792（西田）

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

消費税インボイス制度等
説明会を開催します

●全事業者対象
①�インボイス制度の概要および重要な事項に
ついての説明

日時　8月22日㈪　1回目10：00～11：30
2回目14：00～15：30

場所　阿南税務署
②�インボイス制度の概要および重要な事項に
ついての説明と登録申請相談会

日時　8月26日㈮　14：00～16：00
9月7日㈬　13：30～16：30

場所　商工業振興センター2階　展示ホール
●免税事業者対象
③消費税の仕組みから知りたい方向け
日時　8月24日㈬　14：00～15：30

9月5日㈪　14：00～16：00
場所　商工業振興センター2階　展示ホール
※予約制。事前に下記まで申し込み。
問��阿南税務署　個人課税部門
　�☎22－0416（直通）

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
完備しています。
日時　8月21日㈰　9：00～13：00
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

かもだフリマルシェ第４回開催
日時　9月4日㈰　10：00～14：00

※少雨決行
場所　かもだ温泉下広場、船瀬海岸公園
内容　�フリーマーケット・物販(ハンドメイド)、

テイクアウトを基本とする飲食、体験
●出店者募集
募集出店数・料金
①�自動車ブース25店舗(1区画：6m×4m)・
500円
②手荷物ブース20店舗(2m×2m)・100円
※�上記出店数に達するまで申し込みを当日ま
で受け付けます。

●ＳＵＰ体験募集
時間　午前10：00～12：00
　　　午後13：00～15：00
募集人数　�各部10人
　　　　　（最小実施人数／9月2日㈮
　　　　　17：00に、各部いずれかで
　　　　　5人以上)
料金　大人4,400円、小学生3,300円
　　　(レンタルボート・ウェットスーツ込み。
　　　保険は各自)
問��実行委員会事務局　
　�☎・FAX�33－1232
　�e-mail:tubaki@kominkan-
　�anan.jp

とくしまスマートワーク
プロジェクト

「ウェルビーイングな働き方ってなに？」

これからの自分の働き方を考えるワークショッ
プを開催します。とくしまテレワーク講座の内容
や申込方法についてもご紹介します。
日時　8月30日㈫　10：00～11：30
場所　あなんスマート・ワークオフィス
定員　10人　参加費　無料
持参物　筆記用具
申込方法　申込ページ（下の2次元コード）ま
たはメールでお申し込みください。メールでの
申し込みの場合、氏名、電話番号、
@tokushima-telework.jpから
受信可能なメールアドレス、希
望日時・場所、お子さま同伴の
場合は年齢をご記入ください。
e-mail:teleschool
@tokushimatelework.jp
申込締切日　8月26日㈮
問��スマートワークプロジェクト事務局
　�☎088－678－7757

元気になろう会 
毎月全国200カ所で開催中、健康ボランティア
の会です。元気で長生きをするために大切な、
呼吸法とツボの癒しを共に学びませんか！
日時　8月7日㈰、25日㈭

9月11日㈰、22日㈭
14：00～15：30

場所　ひまわり会館3階　ゆとりの間
参加費　無料
※�動きやすい服装で、お気軽にお越しくださ
い。
問��元気になろう会　☎090－1174－7457

◆第３回◆フードロス
おすそわけリレー&

にじいろ夏祭り 
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　8月7日㈰　13：00～15：00
※お渡しスタートは13：00からです。
場所　柳島公園（柳島町外萩41番地）
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。

☆夏祭り☆
クイズラリー全問正解でお楽しみプレゼント、
駄菓子の釣り堀、水鉄砲ダーツ
問��にじいろ広場　☎080－9831－0984

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会 

日時　8月13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

「福祉就職転職
ガイダンス2022」
を開催します
徳島県内の高齢者・障がい者福祉施設（計約
50施設）が参加し、福祉のお仕事の魅力を発
信します。福祉・介護関係の資格がある方もな
い方も大歓迎！シールラリーでプレゼントゲット。
日時　

【高齢分野】　8月30日㈫　13：00～15：00
【障がい分野】　9月8日㈭　13：00～15：00
場所　徳島グランヴィリオホテル
　　　（徳島市万代町3丁目5番地1）
※参加無料、申込不要
※マスク、筆記用具をご持参
　ください。
問��徳島県社会福祉協議会
　�徳島県福祉人材センター
　�アイネット　☎088‐625‐2040

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3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
●うみてらすギター教室
日時　9月10日㈯　13：30～15：00
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　500円　定員　10組
申込方法　電話での申し込み（先着順）
講師　楠本宏志さん
● 親子で体験！海辺のまなびや（ビーチコーミ

ング＆渚のアート作品を創ろう）
日時　9月11日㈰　13：00～15：30
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
　　　および北の脇海水浴場
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
問��スポーツ振興課　☎22－3394


