
個店の魅力を伝える
「まちゼミ」をご存じですか

第11回“阿南まちゼミ”説明会
「まちゼミ」は店主やスタッフが講師となり、
プロならではの専門的な知識や情報・コツ
を無料で受講者に伝える、少人数制のゼミ
ナールです。お店とお客さまの交流を通して、
これからのお店の事業承継にもつなげてい
きませんか。興味のある店主の方は、参加
するしないに関わらず、説明会にぜひお申
し込みください。
日時　５月24日㈮　18:30～20:30
場所　阿南商工会議所３階　研修室
参加料　無料
申込締切日　５月23日㈭
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

30歳以上のママが集まる
子育てサークル 
歌ったり絵本を読んだりママ同士の情報交
換など親子で楽しみましょう。
日時　４月24日㈬　10:00～11:00 
場所　ひまわり会館　児童ルーム
対象　０～３歳のお子さんと30歳以上の

ママ
定員　5組　　参加費　100円
※申込み、問い合わせはメールでお願いし

ます。
問 e-mail: daisy0852525@outlook.jp
　 K ネットとくしま（☎088－678－5200）へ
※☎は３日以上メールの返信がない場合のみ

第４回羽ノ浦オープンスポンジ
テニス大会参加者募集
日時　６月９日㈰　9:00～16:00
場所　羽ノ浦総合国民体育館
募集　１チーム４～６人（男女各２人以上）
▶ステージ１（成人・経験者グループ）
▶ステージ２（初心者・60歳以上グループ）
※個人受付もします（主催者で割り振り）
参加費　１チーム4,500円
申込方法　４月１日㈪～５月19日㈰までに、

メールまたは電話で住所、氏名、
年齢、経験年数を記入の上、お
申し込みください。

問 羽ノ浦体協　丸岡
　 （☎090－4970－7845）へ
e-mail:Terumaruy63MALU＠outlook.jp

合気道教室
練習生募集
合気道を学びながら日本武道の礼儀や心を
養ってみませんか。子どもたちの強く、優
しく、たくましい心と身体の育成を願って
教室を開いています。
対象　５歳～15歳
稽古日程　毎週金曜日　19:00～20:00
場所　武道館（大潟町）
受講料　月額　2,000円　
※別途入会金2,000円が必要です。
問 合気道敷島塾阿南道場　川越
　 （☎49－4077）へ

「那賀川水系河川整備計画」の
見直しに向けた説明会をします！ 
説明会は、流域にお住まいの皆さまを対象
として実施します。阿南市内では、下記の
２カ所にて開催します。
日程　４月21日㈰（２時間予定）
①10:00～　ロイヤルガーデンホテル２階

広間
②14:00～　加茂谷公民館　大ホール
※詳細については、後日、那賀川河川事務

所ウェブサイトにてお知らせます。
問 那賀川河川事務所調査課
　 （☎22－6562）へ
※これまでの「那賀川水系河川整備計画」

に関する内容は、こちらをご覧ください。
那賀川河川事務所ウェブサイト
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/
seibikeikaku/top/

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
お問い合わせください
対象　幼稚園年長から（学年、性別問わず）
練習日程　毎週火、木、金曜日　
　　　　　18:50～20:50
練習場所　阿南市武道館（大潟町）
費用　1カ月2,000円
　　　（入会金は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 保護者会会長　森川
　 （☎090－9775－6768）へ

Waンダーランド　イベント情報
毎月第３日曜はサンデーイベント
●母の日ハーバリウム（４月21日㈰)　 
大好きなお母さんに日頃の感謝の気持ちを
込めて人気のハーバリウムを作ろう。 　
初めてでも簡単に作れるよ。
●貝殻とサンゴ砂のミラー（５月19日㈰) 
貝殻とサンゴ砂を貼り付ける簡単手作り工
作で自分だけのオリジナルミラーを作ろう
♪貝殻とサンゴ砂で一気に気分は夏！
●父の日スライミーを一緒に作ろう
　（６月16日㈰)　 
ふわふわクリーミー♪ソフトクリームみた
いな香り付きスライム。不思議な物体スラ
イムをお父さんと一緒に作ってみませんか。
場所　Jパワー&よんでんWaンダーランド
時間　①11:00～  ②14:00～ ※時間厳守
対象　小学生程度
定員　各回20人（先着順）　持参物　なし
申込方法　電話でお申し込みください。
問 Jパワー&よんでんWaンダーランド
　 （☎34－3251）へ

とくしま発達障がい
「啓発イベント2019」を開催

日時　４月６日㈯　10:00～16:00
場所　文化の森21世紀館
内容　パネル展・作品展、個別相談会等
※くわしくは、ホームページ【徳島県発達
障がい者総合支援センター】で検索を！
本センターは、発達障がいに関して、乳幼
児から成人まであらゆる年代層の方の、家
庭生活や学校生活、就労に関するご相談を
お受けしています。相談は予約制で、県内
5カ所で移動相談も行っています。くわし
くは電話にてお問い合わせください。　　
問 徳島県発達障がい者総合支援センター

ハナミズキ（小松島市中田町新開2番地
2　☎0885－34－9001）またはアイ
リス　（美馬市美馬町字大宮西100番地
4　☎0883－63－5211）へ

明日から実践!!
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
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になります。
コミュニケーションゲームを通して、チー
ムワークの大切さや仕事の達成感を体験的
に学びます。
日時　４月９日㈫　10:00～16:30
場所　阿南市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　会員　　1人3,000円
　　　　非会員　1人6,000円　
※テキスト、昼食、消費税を含む。
定員　40人　　
申込締切日　４月５日㈮
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

船田智史先生の
ワンダフルサイエンス

「とびだせ！ペットボトル
ロケット」参加者募集
ロケットの仕組みのお話を聞いた後、実際
にペットボトルでロケットを製作し、 広い
芝生グラウンドで打ち上げ飛行実験を行い
ます。さぁ、君の作ったロケットはどこま
で飛ぶかな？
日時　５月５日㈷　※時間厳守

①10:00～12:00　②14:00～16:00
集合場所　Jパワー＆よんでんWaンダーラ

ンドWaンダーホール
※雨天時はWaンダーホール
参加費　無料
申込方法　事前にお電話でお申し込みくだ

さい。
定員　小学生親子各回100組（幼児見学可）
申込締切日　４月30日㈷
問 Jパワー＆よんでんWaンダーランド
　 （☎34－3251）へ

南部地域政策総合会議委員を
募集します
県南部圏域（阿南市、那賀郡および海部郡）
にお住まいの皆さまのご意見を県の施策に
反映させるための委員を募集します。
応募資格　県南部圏域内に居住する満18

歳（４月１日現在）以上の方で、年
数回程度開催される会議に出席で
きる方。（国会議員および地方公
共団体の議会の議員、常勤の国家
公務員および地方公務員を除く）

募集人員　３人程度
任期　５月17日㈮～2021年５月16日㈰
募集期間　４月15日㈪まで（必着）
応募方法　応募用紙（様式自由）に住所・
氏名・生年月日、年齢、性別、電話番号、
メールアドレス、職業、応募の動機、主な
経歴等を明記し、「世界へ躍進する南部圏
域を実現するために私たちができること」
をテーマとした作文（800字程度）を添え
て、郵送、電子メール、ファクスでお送り
いただくか、ご持参ください。
問 徳島県南部総合県民局　地域創生部（美

波）地域振興担当（☎0884－74－7330・
FAX0884－74－7337）へ
e-mail:nanbu_c_m@pref.tokushima.jp

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。

第14回阿南市合唱祭
日時　４月21日㈰　14:00～（13:30開場）
場所　夢ホール（文化会館） 
出演団体　レディースアンサンブルひまわ

り、阿南合唱団、那賀川童謡を
歌う会、　ぎんのすず合唱団、
野の花コーラス、ブルースカイ
合唱団、ベルゲンブリューダー

ゲスト出演　徳島男声合唱団「響」　
※入場無料
問 阿南市合唱祭事務局　松村
 　（☎22－3719）へ

加茂谷へ花見に行こう
開催日　４月６日㈯　※少雨決行
日程　9:00お松権現駐車場集合（休憩）

～那賀川土手～吉井町～熊谷町しだ
れ桜～西部公園（昼食・休憩）～料
亭まちだ前しだれ桜～14:00頃お松
権現駐車場解散（約12㎞）

参加費　300円（歩こう会会員は200円）
※小学生以下の方は無料
持参物　飲み物、雨具、健康保険証など
※脱ぎ着の可能な服装、履きなれた靴でご

参加ください。傷害保険には加入してい
ますが、保険適用外の事故等の責任は負
いません。

問 阿南歩こう会事務局　新川
　 （☎22－3188）へ

阿南法人会講演会
日時　４月11日㈭　13:00～14:30
場所　ロイヤルガーデンホテル
講師　元南極観測隊調理人　渡貫淳子さん
テーマ　史上初の「南極料理人ママ」が教える！
　　　　～知られざる南極生活!! ～
定員　100人（先着）
※どなたでも参加できます。
受講料　無料
申込方法　電話で４月８日㈪までにお申し

込みください。
問 （公社）阿南法人会（☎23－1055）へ
　 ※平日9:00～17:00

杜のホスピタル文化活動
場所　杜のホスピタル
時間　14:00～（受付13:30～14:00）
※入場無料。時間厳守（14:00以降は入室

をご遠慮いただきます。）
●トリオプリエールコンサート
開催日　４月６日㈯
出演　井上ゆかり（ソプラノ）、粟田美佐（ピ

アノ）、新田恭子（サックス）
●講演会「スポーツが笑顔に健康に！」
開催日　４月13日㈯
講師　徳島ヴォルティス　ホームタウン推

進部リーダー　柘植竜治
※動きやすい服装でご来場ください。
問 杜のホスピタル　リハビリテーション部
　作業療法室（☎22－0218）へ

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時　４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

とはなにか、相続の手続き、成年後
見制度などに関する無料相談

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）へ

阿南高専図書館の利用案内
阿南工業高等専門学校の図書館は一般の皆
さまにもご利用いただけます。静かに落ち
着いて読書できる閲覧机があるほか、ＤＶ
Ｄの視聴もできます。蔵書検索や開館予定
などは、ホームページをご覧ください。
開館日時　平日　　 9:00～19:00
　　　　　土曜日　11:00～17:00
※春、夏、冬休みの平日は17:00まで。
　土曜日は休館。
場所　正門を入って正面奥の建物の２階
※図書館利用証の交付手続のため、身分を

証明するもの（運転免許証など）をご持
参ください。

問 阿南工業高等専門学校図書館
　 （☎23－7106）へ

https://www.anan-nct.ac.jp/facility_
guide/library/

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24日㈬です。
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

所蔵作品展　
受贈記念　
郭徳俊の版画
作家より版画作品38点の寄贈を受け、既
収蔵の「大統領シリーズ」とともに展覧し、
郭徳俊の版画の仕事を見渡してみます。時
代に対峙し、揺るがぬまなざしを注ぎ、作
品を通して声を上げ続けてきた作家のエネ
ルギーが感じられるでしょう。
会期　４月27日㈯～６月16日㈰
場所　徳島県立近代美術館
所蔵作品展　観覧料　一般200（160）円、
高大生100（80）円、小中生50（40）円
※（　）内は20人以上の団体料金
問 徳島県立近代美術館
　 （☎088－668－1088）へ

阿南こども将棋教室
駒の動かし方・ルールが分からなくても講
師が分かりやすく指導します。どうぶつ将
棋もできます。
日程　土曜日10:00～12:00
※要問い合わせ
場所　ひまわり会館３階　和室
対象　４歳から小学生、中学生、高校生ま

で（子どもと一緒に習ってみたい大
人の方もお気軽にお問い合わせくだ
さい）

問 日本将棋連盟普及指導員　
　 （☎090－6888－5686）へ

あなんで映画をみよう会 
春例会 「わたしは、
ダニエル・ブレイク」
カンヌ国際映画祭最高賞受賞。名匠ケン・
ローチ監督、涙と感動の最高傑作。
日時　４月14日㈰ 　①10:30～ 
　　　②13:00～  ③15:00～ （３回上映）
場所　夢ホール（文化会館）
入場料 前売り 当日

セニア（60歳以上）
1,000円

1,100円
一般・大学生 1,300円
小・中・高生

 障がいのある方 －   500円

チケット販売場所　文化会館、情報文化セ
ンター、アピカ、フジグラン阿南、平惣書
店、中富書店
問 あなんで映画をみよう会
　 （☎090－2788－5465）へ

マタニティ
～生後２カ月の
赤ちゃんのための
おくるみタッチケア
対象　妊婦さん、新生児～２カ月までの赤

ちゃんとママ
内容　正しい「おくるみ」の包み方と優し

いタッチケアで赤ちゃんが落ち着き
ぐっすり眠ります。産後すぐ役立ち
ます♪

※日程など、くわしくはお問い合わせくだ
さい。

問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
PLUS BABY　
玉置（☎090－2895－0224）へ

郭徳俊 
〈偽善者の微笑〉　
1995年
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