
津峯公園桜まつり
津峯山一帯に2,000本のソメイヨシノ・ぼ
たん桜・山桜が咲き競います。
日時　４月２日㈰　10:00～　※小雨決行
場所　津峯山山頂（津峯神社境内）
内容　もち投げ、捧げもち競争ほか　　
問 商工観光労政課（☎22－3290）へ

第29回阿南の加茂谷鯉まつり
開催期間　４月24日㈪～５月13日㈯
イベント　５月４日㈷10:00～※雨天順延
場所　深瀬町河川敷
手作り鯉のぼりコンテスト作品大募集！
イベント時に手作り鯉のぼりコンテストを
開催します。入賞者には景品を贈呈。
出品規定　大きさは８m以内で風雨に強い

素材を使用すること
応募方法　４月27日㈭までに電話で申込。

出品作品は返却しません。
五月人形の募集！
五月人形展を計画しています。ご家庭に眠
っている五月人形を４月20日㈭までに加
茂谷公民館へお持ち寄りください。供養料
は5,000円。４月23日㈰9:30～、深瀬町
八幡神社境内で供養を行います。
問 加茂谷鯉祭り実行委員会
　 （加茂谷公民館内☎25－0113）へ

JICAボランティア募集 
募集内容　①青年海外協力隊／日系社会青
年ボランティア②シニア海外ボランティア
／日系社会シニア・ボランティア
応募資格　①10月１日時点で満20歳以上
かつ５月10日時点で満39歳以下）、②５
月10日時点で満40歳から満69歳まで）
※日本国籍を持つ方
募集期間　３月31日㈮～５月10日㈬
応募方法　ウェブ応募
●「世界でいちばん貧しい大統領」作家くさ
ばよしみ講演会＆JICAボランティア説明会
日時　４月22日㈯　13:00～17:00
場所　あわぎんホール大会議室
※参加無料、申込不要、入退室自由
問 独立行政法人国際協力機構JICA四国
　 （☎087－821－8824）へ

在住外国人のための日本語教室
日程　４月２日㈰～９月３日㈰
　　　毎週日曜日　10:00～11:30
場所　富岡公民館
講師　米山健作さんほか
教材　「みんなの日本語　Ⅰ・Ⅱ」
　　　（各税込2,700円）を各自で準備
申込方法　電話または電子メールでお申し

込みください。
※日本語指導ボランティアを同時募集。
※中国語・英語教室も開催しています。
問 阿南市国際交流協会（☎44－6652）へ
　 himawari_aia_2012＠yahoo.co.jp

中林観光地引網を開設します 
期間　４月５日㈬～10月上旬   
場所　北の脇海水浴場
必要人数　30人以上からお申し込み可能
所要時間　30分程度
申込方法　事前に電話またはファクスでお

申し込みください。※料金はお
問い合わせください。

問 中林漁業協同組合（☎22－0509・FAX22
－0843）へ※受付8:30～15:30

富岡さくら祭り
恋人の聖地で春のひとときを過ごしません
か。夜桜も楽しめます。
日時　４月１日㈯　15:00～
※雨天の場合は中止
場所　牛岐城趾公園（富岡町）
内容　お茶会、ステージイベントほか
問 富岡商店街協同組合（☎22－1684）へ

第12回阿南市合唱祭
日時　４月23日㈰ 14:00～（13:30開場）
場所　夢ホール（文化会館）※入場無料
出演団体　▶阿南合唱団▶銀のすず合唱団
▶那賀川童謡を歌う会▶野の花コーラス
▶ベルゲンブリューダー▶アンサンブルひ
まわり▶ブルースカイ合唱団▶少年少女合
唱団の8団体　特別ゲスト　ハーモニー佐
古（平成28年度おかあさんコーラス徳島
県代表として全国大会出場）
問 阿南市合唱祭実行員会　松村
　 （☎22－3719）へ

赤ちゃんとママのふれあい講座 
●春から始める赤ちゃんのＵＶケアレッスン
お出掛けが多くなるこの時期、気になるの
は紫外線。赤ちゃんにも日焼け止めクリー
ムって必要？どう選んだらいい？などママ
の「？」にお応えします。
対象　０～２歳のお子さまとママ
日時　４月７日㈮　13:00～14:00
場所　中野島公民館
材料費　1,500円　※要予約
●子育てママの交流サロン
子育て中のママと赤ちゃん同士が仲良くな
れ、ホッとできるところです。楽しく話を
して情報交換をしよう♪当日お越しくださ
った方には親子写真を撮影し、プレゼント
させていただきます♪
対象　０～２歳のお子さまとママ
日時　４月10日㈪　13:00～14:30
場所　中野島公民館
参加費　無料　※要予約
問 RTA指定スクール Romaly 金光
　 （☎24－8710）へ

赤ちゃんと
初めてのならいごと♪
ベビーマッサージ教室
保育士によるべビマ♪ゆったりふれあいタ
イムを楽しみましょう♪
日時　４月７日㈮　10:00～11:00
場所　那賀川社会福祉会館２階　和室
対象　生後２カ月～１歳頃まで親子５組　
参加費　1,500円　※要予約
持参物　バスタオル１枚、赤ちゃんの飲み

物（母乳可）
問 RTA指定スクール　PLUS BABY　
　 玉置（☎090－2895－0224）へ

羽ノ浦町岩脇公園
桜まつり 

日時　４月２日㈰　9:30～
場所　羽ノ浦桜づつみ公園
内容　阿波踊り、岩脇小学校金管バンド演

奏、明現神社祭ばやし、フラダンス、
バンド演奏、農産物・花の販売、フ
リーマーケット、お餅の配布、野立、
貸しボート、各種団体の模擬店、徳
島新聞フォトサービスほか

ライトアップ　４月９日㈰まで
問 羽ノ浦町岩脇公園桜まつり保存会
　 （☎44－2632）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

日時　４月８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

楠根桜づつみ公園
第２回桜まつり

期間中桜とチューリップと
かかしが見られます。
期間　４月１日㈯～９日㈰　
場所　桜づつみ公園（楠根町金石）
イベント　４月２日㈰　10:00～14:00
※荒天時中止
内容　ステージイベント（オカリナ演奏、

フラダンス、文理大学生によるよさ
こい、フラメンコ、伊島小学生8人
による～伊島唄～、劇団「夢創」、
楠根町民、サーティーグラスボーイ
ズ、松崎栞音、楠本ヒロシ、大野さ
んほか）、飲食イベント（うどん、
焼き鳥、おにぎり、たこ焼き、フラ
ンクフルト、フライドポテト）

※駐車場は出演者用、一般の方用があります。
問 楠根町活性化協議会事務局　松田
　 （☎090－3189－4187）へ

高校生のための英語活動ひろば
ＡＣＥ（エース）

学校で習った文法の知識を総動員して、Ａ
ＬＴたちと英語活動してみませんか。少人
数なので、ＡＬＴと深く関わることができ
ます。「英語が通じる喜び」、｢自分の思い
を英語で伝える感覚｣ を実感してください。
一人での参加も大歓迎です。
日時　４月16日㈰　14:00～16:00
　　　（２カ月に１回活動しています）
場所　富岡公民館１階　小会議室
対象　高校生　　参加費　無料
問 英語活動ひろばACE事務局　土井
　 （☎23－5875） （19:00以降）

春の「ファミリーデイ
キャンプ」開催！ 

『家族で春のアウトドアクッキング！』
休日は自然豊かな海洋センターにお越しく
ださい！海辺でのアウトドアクッキングは
格別ですよ♪
日時　４月23日㈰（日帰り）
時間　10:00～15:00
場所　ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター
定員　各20家族程度（先着順）
参加費　中学生以上　2,000円（税込)　

小学生・幼児1,000円（税込）
（昼食代含）

持参物　屋外での活動が中心となります。
季節に合わせた動きやすい服装をお選びく
ださい。軍手（綿100％）、水筒、帽子。 
申込方法　電話でお申し込みください。
問 ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター
　 （☎33－1221）へ

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。６月号の締め切りは４月28日㈮です。
メールアドレス　hisho@city.anan.tokushima.jp

ポリテクセンター徳島
職業訓練生募集

募集訓練科　
▶溶接加工科（６カ月）
訓練期間　６月２日㈮～11月29日㈬
▶電気設備技術科（７カ月）
▶住宅リフォーム技術科（７カ月）
訓練期間　６月２日㈮～12月27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　４月３日㈪～５月８日㈪
問 ポリテクセンター徳島
　 （☎088－654－5102）へ

阿南少年剣道教室
少年少女剣士募集

見学大歓迎 ! 体験入部できます。お気軽に
お問合せください。
対象　幼稚園年長～※学年･男女問わず
練習日　毎週火、金曜日　19:00～21:00
練習場所　阿南市武道館（大潟町）
費用　月2,000円※入会金2,000円
指導者　剣道連盟阿南支部の先生方
問 阿南少年剣道教室 館長　須藤
　 （☎090－8975－2660）へ

徳島県母子家庭等就業自立支援センター
就業支援講習会 

対象　母子家庭の母および父子家庭の父
（配偶者の暴力により、親と子で避難をし
ている等、婚姻の実態は失われているが、
やむを得ない事情により離婚の届出を行っ
ていない方を含む）ならびに寡婦
※定員に満たない場合は、母子家庭および
父子家庭の子も受講できる場合あり
科目・申込締切日　
▶介護職員初任者研修（5月22日㈪）
▶医療事務講習（6月27日㈫）
▶日商簿記3級講習（7月13日㈭）
▶パソコン講習
昼間・ワード検定（4月27日㈭）
昼間・エクセル検定（5月22日㈪）
夜間・ワード、エクセル（5月29日㈪）
土日・ワード、エクセル（7月11日㈫）
▶就職支援セミナー
場所　徳島県立総合福祉センターほか
受講料　無料（テキスト代等は必要）
問 （公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
　 （☎088－654－7418）へ

羽ノ浦少年剣道教室
少年少女剣士募集

体験・見学大歓迎♪初めは、剣道の基本稽
古で１時間くらいからですので、いつでも
見学に来てください。女性の指導者もおり
ますので、女の子も大歓迎です。お気軽に
お問い合わせください。
対象　幼稚園年長～小学６年生まで
※学年、性別は問いません。
練習場所　羽ノ浦中学校　武道館
練習日　毎週火、金曜日
練習時間　19:00～　　会費　月2,000円
※稽古着、防具などの貸出があります。
問 羽ノ浦少年剣道教室　加藤
　 （☎090－4971－3239）へ

パソコン学ぶ君上級講座
（パソコン教室）

マイクロソフトオフィス スペシャリスト
（MOS）のWord2010の資格取得ができ
るスキルを身に付けよう！Word が終わっ
たらExcel をします。※要申込
開催日　４月～開講
毎月第１、第２、第４土曜日　9:30～11:30
場所　羽ノ浦公民館
講師　庄野政彦（MOS資格取得　Word 

2010 Excel 2010 Expert）
参加費　１回500円　　持参物　パソコン
問 羽ノ浦公民館（☎44－1120）または

庄野政彦（☎090－2780－3200）へ

杜のホスピタルコンサート100回
記念　スペインギターコンサート

日時　４月20日㈭　14:00～
場所　杜のホスピタルＯＴホール
演奏　大道正樹　※入場無料
問 杜のホスピタル　リハビリテーション課
　 （☎22－0218）へ

三間家住宅
見学会

旧福井村の村長・郡議会議員を務め、また
徳島銀行の前身である富岡無尽合資会社の
設立にかかわった三間知賀氏が大正２年に
建築した住宅から歴史的価値や地域の発展
について学ぼう！
日時　４月２日㈰　10:00～11:30
場所　福井町中内15番地
※駐車場は、約30台確保しています。係

員の指示に従ってください。
問 アトリエ　Ｕ　一級建築事務所
　 （☎44－6363）へ

新入・若手社員の
ためのビジネス
マナー徹底
トレーニング
企業人としての意識付けと、仕事をするうえ
で基盤となるビジネスマナーを徹底トレー
ニング。さまざまなビジネスシーンを想定し、
その場に応じた感じの良い応対の実習を中
心に学びます。お客さまの印象に残るワン
ランク上の接遇応対ができるようなります。
日時　４月10日㈪　10:00～16:30
※12:00～13:00は昼休憩
場所　商工業振興センター２階
講師　アソシエイト・ゆう
　　　代表　大仲希美子さん
参加費　会議所会員　１人3,000円
　　　　会員外　　　１人6,000円
※テキスト、昼食、消費税を含む。
定員　40人（先着順）
申込締切日　４月３日㈪
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

平成29年度
国家公務員採用試験（４月受付分） 

問 人事院四国事務局第二課試験係
　 （☎087－831－4765）へ

試　験　名 受付期間 第１次
試験日

●院卒者試験、大卒程度試験

総合職 院卒者 10日㈪まで 4/30㈰大卒程度
一般職（大卒程度） 7日㈮～19日㈬ 6/18㈰

専
　
門
　
職

航空管制官

12日㈬まで 6/11㈰

法務省専門職員
（人間科学）
財務専門官
国税専門官
労働基準監督官
皇宮護衛官

（大卒程度試験）
食品衛生監視員

●高卒程度試験

海上保安学校学生
（特別）

インターネット

5/14㈰7日㈮まで
郵送または持参

4日㈫まで
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