
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。５月号の締め切りは３月31日㈭です。
メールアドレス　hisho@city.anan.tokushima.jp

健康気功会
毎月全国400カ所で活動中のボランティア
の会です。毎年70%以上の方が病気で亡
くなっています。病は気から！元気で長生
きするために、気を高め、丹田力を強めま
せんか！
日時　３月21日㈫　10:00～11:30  
場所　富岡公民館１階　和室
参加費  カンパ制
※動きやすい服装で、お越しください。
問 元気になろう会   海斗  
　 （☎090－1174－7457）へ

楽しい英会話教室受講生募集
やさしい初歩の英会話をみんなで楽しく学
習しませんか。見学も受け付けしています。
日程　毎月第2・4火曜日
　　　14:00～16:00
場所　ひまわり会館
※年間諸経費が必要です。くわしくは、お

問い合わせください。
問 楽しい英会話教室　松田
　 （☎090－8284－1743）へ

第１回
富岡公民館長杯
子ども将棋大会
日時　３月18日㈯　9:30～受付開始

10:00～開会式
場所　富岡公民館２階　ホール
対象　小学生～高校生、高専生の方
※初心者部門あり。大人の方も観戦、対局

にお越しください。
参加費　無料
申込方法　富岡公民館に電話でお申し込み

ください。
問 富岡公民館（☎22－1028）へ

とことん
じゃぽねすく
～浪曲～

「進ぬ！電波少年」で家庭教師・ケイコ先
生としてテレビデビュー。2003年浪曲の
二代目春野百合子さんに入門、ニューヨー
クをはじめ、世界各地で公演するなど活動
を広げている。
日時　４月８日㈯　14:00～
場所　文化会館　視聴覚室
出演　春野恵子、一風亭初月（三味線）
チケット　前売り2,000円
　　　　　当日　2,500円
問 NPO法人夢ホール市民協議会
　 夢つくりあなん（☎23－5599）へ

徳島駐屯地
開設５周年
記念行事
徳島駐屯地を開放し、観閲式をはじめ、模
擬戦、装備品展示、ミニコンサート等を行
います。また、先着で戦車の体験搭乗を行
います。
日時　４月２日㈰　9:00～14:00
場所　陸上自衛隊徳島駐屯地（那賀川町）
内容　観閲式　10:00～11:00

訓練展示等　11:00～12:00
装備品展示　12:30～14:00
体験搭乗　13:00～14:00（予定）

※状況により、各種行事を中止・変更する
場合があります。

※荒天時は、11:15から駐屯地開放を予定
しています。

※駐屯地駐車スペースには限りがあります。
満車の際は、今津小学校グラウンドに駐
車をお願いします。（小学校前からシャ
トルバス運行）

問 陸上自衛隊徳島駐屯地　司令職務班
　 （☎42－0991 内線202・203）へ

沢口靖子主演
映画

「校庭に
東風吹いて」
場面緘黙症の心の悲しみを抱えた少女、貧
困からさまざまな問題を引き起こす少年の
絶望と苦しみなど子どもたちの困難に寄り
添い、子どもとともに生き、子どもへの愛
情を貫いた教師の感動の物語。
日時　３月12日㈰
　　　①10:30～12:22　②14:00～14:52
場所　夢ホール（文化会館）
入場料

前売り 当日
シニア 1,000円 1,100円

一般・大学生 1,300円
小・中・高生 －    500円

問 あなんで映画をみよう会
　 （☎090－2788－5465）へ

総合型地域スポーツクラブ
健康長寿をのばし、みんなで元気を育てよう！
～だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも～
2017 長生スポーツクラブ
入会申込み受付開始
教室案内　▶ジュニアバレーボール（毎週
木 曜18:00～20:00、 毎 週 土 曜9:00～
12:00）▶ソフトバレーボール（毎週火曜
17:30～19:30）▶バレーボール（毎週火
曜20:00～22:00）▶卓球（毎週日曜9:30
～12:00）
場所　長生小学校体育館
対象　どなたでも参加できます
申込方法　申込用紙（長生公民館フロア内

備え付け）に必要事項を記入の
うえ、フロアに設置の専用ボッ
クスに提出またはファクスで送
信してください。

問 秋本（☎090－3460－3409・FAX23
－5515）へ

「あなんパーソナル・
サポート・センター」
いろいろな生活上の困りごとの相談・支援 

「自分に合った仕事が見つからない」
「失業し、雇用保険も切れてしまった」
「収入が不安定で生活費に困っている」な
ど、生活や仕事などで不安を抱えている方
の支援や就職のサポートを行います。
まずは支援員にご相談ください。
秘密は厳守します。
場所　富岡町玉塚21番地　里見ビル１階
相談時間　8:30～17:15
※土・日・祝日、12月29日～１月３日を

除く
問 あなんパーソナルサポートセンター
　 （☎0120－928－764）へ

若者ＵＰプロジェクト
就職につながるパソコン講座

日本マイクロソフト㈱と協働し、パソコン
でワードの基本操作を学びます。事前にご
予約ください。
日時　３月14日㈫、15日㈬
　　　13:00～16:00
場所　富岡町玉塚21番地　里美ビル１階
　　　（南部ライフサポートセンター隣）
対象　義務教育終了後、15歳から39歳ま

での無業の方
※学生はご遠慮ください。
定員　５人　
受講料　無料　
申込締切日　３月13日㈪
※予約制で若者の就労相談も行っています。

問 とくしま地域若者サポートステーション
　 （☎088－602－0553）へ

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集

募集訓練科　

▼ CAD機械科（６カ月）

▼住環境計画科デュアル（６カ月）
※概ね45歳未満の方対象
訓練期間　５月８日㈪～10月30日㈪
対象　公共職業安定所に求職の申込みをし

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　３月１日㈬～４月３日㈪
問 ポリテクセンター徳島（☎088－654

－5102）へ※平日9:00～17:00

「阿南 de 春マルシェ！」 
春にぴったりの、ハンドメイド品
が大集合！

入学、就職、新歓お花見、いろんな春の場
面に必要なもの、そのお手伝いができれば
いいなと思っています。ぜひ、世界に1つ
だけのハンドメイド品を探しにお越しくだ
さい。
日時　３月26日㈰　10:00～16:00
場所　阿南市商工業振興センター２階
　　　展示ホール
※入場無料
問 阿南de マルシェ 中崎
　 （☎090－4978－7508）へ

春休みバウンドテニス教室
参加者募集

日時　３月29日㈬、31日㈮、４月５日㈬
　　　全３回　10:00～12:00（9:50集合）
※できるだけ３日間通してご参加ください。
※４月の日程については未定です。
場所　スポーツ総合センター（サンアリーナ）
対象　小学生から大人までどなたでも
※小学３年生以下は保護者同伴
定員　先着20人程度
参加費　300円（３日間分の保険料）
持参物　体育館シューズ、飲み物、タオル
申込方法　３月22 日までに、氏名、年齢（学

年）、電話番号を記入し、はがきま
たはファクスでお申し込ください。

問 阿南市バウンドテニス協会事務局　戸井
〒774-0042阿南市横見町高川原101
番地1（☎・FAX49－1785）へ

富岡西高等学校吹奏楽部　
第18回定期演奏会

今年は新しい企画も計画中です！皆さまの
ご来場を心からお待ちしています。
日時　３月28日㈫　18:30～（18:00開場）
場所　夢ホール（文化会館）
入場料　300円
問 富岡西高等学校（☎22－0041）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

日時　３月11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

とはなにか、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・日曜日は地域会員　花野

（☎090－3787－0305）へ

スポーツ安全保険に
加入しませんか！

対象　子ども会や運動クラブなど４人以上
の団体（文化・ボランティア・地域
活動も対象になります）

保険期間　平成29年４月１日0:00から
　　　　　平成30年３月31日24:00まで
掛金　年額800円～
※年齢区分・補償内容によって掛金が変わ

ります。
問 公益財団法人スポーツ安全協会徳島県

支部（☎088－655－3660）へ

行政書士による無料相談会 
許認可手続き等についてお知りになりたい
方は、ぜひご相談ください。
日時　３月18日㈯　9:30～12:00
場所　ひまわり会館
相談内容　農地転用・建設業許可・開発許

可等の許認可手続き、相続等に
ついて

問 徳島県行政書士会　徳島南部支部
　 （☎26－1157）へ

田井ノ浜周辺を歩こう 
日時　３月11日㈯　小雨決行
集合　11:30　美波町役場由岐支所前
解散　16:00頃　由岐駅前
コース　由岐支所前～ミニ88カ所～あし

ずり展望所～田井ノ浜海岸（昼食）
～椿園～満石神社～田井ノ浜海岸
～由岐駅前の約10㎞

参加費　300円
持参物　弁当、飲み物、雨具、健康保険証等
※歩きやすい服装、履き慣れた靴でご参加

ください。傷害保険には加入しています。
その範囲内および応急処置以外の疾病の
責任は負いません。

問 阿南歩こう会 新川（☎22－3188）へ

淡島祭
日時　３月12日㈰　10:00～14:00
場所　淡島学園（西路見町姥6-7）
内容　▶アトラクション（人形浄瑠璃）

10:00～ 10:30　▶即売会（手芸品・
野菜・果物・練り物・干物・その他協
力商店より協賛品）10:30～　▶ゲ
ームコーナー（輪投げ）10:30～▶
抽選会 11:30～　▶不用品バザー
13:00～

※気軽に食べていただけるものを用意しています。
※雨天決行
問 淡島学園（☎22－0379）へ

徳島県退職者連合南部地域協議会カルチャースクール受講生募集
対象　退職者の方ならどなたでも　　場所　富岡公民館
開講　平成29年４月から　　受講料　１講座１カ月2,000円
※６カ月または１年の前納。（書道、スマホ講座は３カ月）
※原則として納入後の受講料は返金できません。

問 徳島県退職者連合南部地域協議会カルチャースクール事務局（☎28－6030）へ

講　　　座 曜　　日 時　　　間
書道／ペン習字 第１木曜 10:00 ～ 12:00
野菜ソムリエ料理教室 第２・４金曜 10:00 ～ 11:30
wakameのパン教室 第２・４月曜 13:00 ～ 16:00
俳句を楽しむ 第２・４水曜 10:00 ～ 12:00
写経／般若心経入門 第１水曜 10:00 ～ 11:00

第４水曜 14:00 ～ 15:00
朗読／ささゆり会 第２・３月曜   9:30 ～ 11:30
スマホタブレット（全３回） 第３水曜 10:00 ～ 12:00（アンドロイド）

第３水曜 13:00 ～ 15:00（iPhone／iPad）
パソコン教室 第２火曜 13:00 ～ 15:00

第４火曜 10:00 ～ 12:00

予備自衛官補
（普段は社会人や学生、しかし、いざという時に
は自衛官として社会に貢献するコース）

自衛隊幹部候補生
（幹部自衛官へのコース）

技能公募 一般公募

応募資格

18歳以上で国家資格等
を有する者
（資格についてはお問い
合わせください）

18歳以上34歳未満 22歳以上26歳未満
（大学院卒者は28歳未満）

受付期間 ４月７日㈮まで ３月１日㈬～
５月５日㈮まで

試 験 日 ４月14日㈮～18日㈫のいずれか１日 ５月13日㈯
試験会場 志願時にお知らせします 徳島航空基地（徳島県板野郡松茂町）

問 自衛隊阿南地域事務所（☎22－ 6981）へ

自衛官等採用試験案内
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