
阿南おはなしボランティア
ネットワーク定例勉強会

赤ちゃんもママも
笑顔になる
ベビーマッサージ教室

日時　７月20日㈯　10:00～12:00
場所　阿南図書館３階　会議室
内容　ノンフィクション・科学絵本の読み

合い
※どなたでも参加できます。
※参加無料、申込不要
問 阿南おはなしボランティアネットワーク
　 佐々木（☎090－8975－4986）へ

第10回記念大会
サマーダンス
フェスティバル
令和初のパーティー
日時　７月28日㈰　12:30～16:00
場所　ひまわり会館　ふれあいルーム
会費　1,000円　
協力　スタジオアプローズ　新野祥司さん

（JDC スタンダードおよびラテン　
プロ A級）

ゲスト　田中真理子さん（JDC スタンダ
ードおよびラテン　プロ A級）

※学生パートナー来場
問 マドンナダンスクラブ　吉田
　 （☎27－0154）へ

保育士によるべビマ♪便秘や夜泣きに効果
的です！
日時　７月10日㈬　10:00～11:00
場所　那賀川社会福祉会館２階　和室
内容　お腹すっきり夜ぐっすりべビマ
対象　生後２カ月～１歳頃までの赤ちゃ      

んとママ
参加費　１回1,500円　※要予約
※おくるみタッチケア、ベビースキンケア

教室も開催中♪ 日時など、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

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。

富岡将棋
将棋好きな子どもたちの集まりです。夏休
み、一緒に将棋をしませんか。大人の方も
大歓迎です。
日程　７月７日㈰、13日㈯、21日㈰、

27日㈯、８月４日㈰、12日（振休）、
17日㈯、24日㈯　
各日13:00～17:00

場所　富岡公民館　図書室
参加費　無料 
※申込不要
問 富岡公民館（☎22－1028）へ

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もお気軽に
お問い合わせください）

日本将棋連盟那賀川支部会員 
日程　土曜日　12:00～17:00
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、申込方法等くわしくは、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）へ

杜のホスピタル文化活動 
目と耳と体で感じよう! “一瞬も見逃せない”
パーカッションコンサート !!
日時　７月６日㈯　14:00～
　　　（受付13:30～14:00）
場所　杜のホスピタル５階　杜のホール
出演　Percussion Performance
　　　Players（PPP）　 
納涼祭 2019
日時　７月20日㈯　11:30～15:00
場所　杜のホスピタル（庭周辺）
出店　かき氷、たこ焼き、焼きそば、ジュ
ース、遊び場など（100～200円）
催し物　阿波踊り（奴連、松空連）
※入場無料
問 杜のホスピタル　リハビリテーション部
　 （☎22－0218）へ

阿南少年少女合唱団 団員募集!!
３歳から小・中・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
教育が受けられます♪
日程　毎週土曜日　13:30～16:00
　     （45分～90分程度のレッスン）
練習場所　ひまわり会館２階　21世紀室
※くわしくは、メールまたはお電話でお問い

合わせください。見学はいつでも歓迎し
ます

問 阿南少年少女合唱団　マーガレットの会
　 会長（保護者会会長） 初崎 
　 （☎090－7623－0222）へ
　 e-mail:mamion711@docomo.ne.jp

子育てサークル ひなぎく会
30歳以上のママが集まるサークル「ひな
ぎく会」に参加してみませんか。
水遊びごっこをしよう
水を使わずに水遊びごっこをしながら親子
で楽しい時間を過ごしませんか。そのほか
にも歌や絵本の読み聞かせもあります。
日時　７月18日㈭　10:00～11:30
場所　ひまわり会館　いきいきルーム
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（冷房代）
問 e-mail:daisy0852525@outlook.jp
K ネットとくしま（☎088－678－5200）へ
※メールに氏名、年齢、お子さまの氏名と

年齢、住所（町名まで）を記入してお送り
ください。メールは受信設定で必ず返信
を受信できる状態にしておいてください。

※電話は3日以上メールの返信がない場合
のみ。

※こちらでもくわしい情報を発信しています。
【facebook】
https://m.facebook.com/daisy
0852525

【Instagram】
https://www.instagram.com/daisy
0852525

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31日㈬です。
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

化石漣痕、竹ヶ島（海陽町）

を歩こう（約10㎞）

開催日　７月６日㈯　※小雨決行
日程　10:30宍喰駅に集合～宍喰大橋～化

石漣痕～マリンジャム（昼食）～道
の駅～15:00頃宍喰駅で解散

参加費　300円（当会会員200円）
※長袖、長ズボン、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
が、保険適用外の疾病等の責任は負いま
せん。駐車場所は宍喰駅付近から案内し
ます。

問 阿南歩こう会　新川（☎22－3188）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　７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相談

問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内
☎088－679－4440）へ

※土、日曜日は（☎26－1157）へ

県立南部テクノスクール
受講生募集
訓練科　事務科
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人
訓練期間　８月26日㈪～11月25日㈪
　　　　　※日曜日、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
内容　簿記会計の基礎、日商簿記試験対策、

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）
受講料　無料　※テキスト代は自己負担
申込期間　７月24日㈬まで
申込先　居住地を所管する公共職業安定所
へ
問 公共職業安定所または南部テクノスクール

（☎26－0250）へ

サマーフェスタ2019海上自衛隊
小松島航空基地一般公開
日時　７月14日㈰　9:00～15:00
場所　海上自衛隊小松島航空基地
　　　（小松島市和田島町）
内容　航空機展示飛行、消防車乗車体験、

支援船体験航海、航空機・消防車・
救命装備品等展示、基地内見学ツア
ー、鮎のつかみ取り（小学３年生以
下）ほか

※入場無料、申込不要
問 海上自衛隊第24航空隊本部総務室
　 （☎0885－37－2111内線204）へ

夏休み宿題お手伝いイベント
永久ゴマを作ろう
めざせ！エンジニア。いつまでも回り続け
る不思議なおもちゃを作ってみよう！
日時　８月11日㈷　①10:00～ ②14:00～
場所　J パワー & よんでんWa ンダーランド
対象　小学生（中学年以上）とその保護者
定員　各回20人（先着順）
※ご予約のお子さまにはプレゼントがあり

ます。
申込　お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

阿南高専公開講座
「ザリガニロボットを作って遊ぼう」
リモコンで自在に動くザリガニロボットを
作って、ゲームをします。
日時　８月４日㈰　9:00～12:30
場所　阿南高専２階　物理実験室
対象　小学４～６年生（保護者同伴）
定員　10人
受講料　無料（別途傷害保険料が必要）
申込方法　７月１日㈪～12日㈮の期間に往

復はがきでお申し込みください。
※くわしくは、阿南高専ホームページでご

確認ください。
問 阿南工業高等専門学校

総務課企画情報係（☎23－7215）へ
※平日8:30～17:00

ケアハウス健祥会アンダルシア
介護に関する入門的研修の
ご案内
介護未経験の方が無料で介護の基本を学べ
る講座を開催します。
対象者　県内在住の16歳以上で介護に関

心があり、原則として4日間全て
の日程を受講できる方

内容　介護に関する基礎知識、基本的な介
護の方法、認知症の理解など

日程　１日目　７月20日㈯
　　　　　　　10:30～16:40
　　　２日目　７月27日㈯
　　　　　　　10:00～17:10
　　　３日目　８月３日㈯
　　　　　　　10:00～17:10
　　　４日目　８月10日㈯
　　　　　　　13:00～17:10
場所　ケアハウス健祥会アンダルシア
　　　（羽ノ浦町中庄大知渕8番地1）
申込方法　下記の問い合わせ先までお電話

ください。
問 ケアハウス健祥会アンダルシア
　 仁木（☎44－6830）へ

勤労青少年ホーム
短期講座受講者募集
夏祭り、お盆に浴衣を！浴衣着付
日時　６月26日㈬～毎週水曜日（全４回）
　　　19:00～21:00
場所　勤労青少年ホーム
定員　男女20人　
受講料　無料
講師　杉野寿子さん
持参物　浴衣、帯、腰紐ほか（くわしくは

受付時に説明）

プロに教わるおいしいアイスコーヒーの入
れ方
日時　７月25日㈭　19:00～21:00
場所　勤労青少年ホーム　料理室
定員　15人
参加費　300円（コーヒーのお土産付き）
講師　コーヒーワークス　小原　博さん
申込締切日　７月18日㈭

パワーストーンでアクセサリー作りに挑戦
日時　７月30日㈫　19:00～21:00
場所　勤労青少年ホーム２階　集会室
定員　10人
参加費　1,000円
講師　プリアン（福井町）　野村純子さん
申込締切日　７月23日㈫

〈共通事項〉
対象　市内に居住または職場を有する35

歳までの勤労青少年（学生を除く）
※当ホーム未登録者は、利用者協議会費

1,000円（年会費）が必要
問 勤労青少年ホーム（☎42－4572）へ
　 （受付時間は平日13:00～20:00）

面接対策セミナー
ハイパーレッスン

サンアリーナ温水プール
特別講座

応募職種に応じた個別対策にも応じられま
すので、お気軽にご相談ください。
雇用保険受給者の方は、求職活動に認定し
ます。（ただし、１回目の受講のみ。受給
資格者証をご持参ください）
開催日　８月16日㈮、10月18日㈮、

12月13日㈮、令和２年２月14日㈮
時間　10:00～11:30
場所　ハローワーク阿南
定員　各回10人
内容　面接の基本（心構え）、面接時のポ

イント、採用者はここを見ている、
面接時によく聞かれる質問・答え方、
面接の体験（グループで模擬面接）
ほか

※志望動機等を事前に作成してご持参くだ
さい。
問 ハローワーク阿南（☎22－2016）へ

子ども水なれ練習会
水が苦手な子どもが対象の、水なれ練習会
対象　年長（５歳）～小学６年生までの水

が苦手な方
日時　７月14日㈰、15日㈷　
　　　15:30～16:20
※２日間のうちどちらか１日または両日に

お申し込みいただけます。
場所　サンアリーナ温水プール
内容　水なれ、顔つけ、バタ足等の練習
定員　各日30人（幼児10人、小学生20人）
参加料　１日につき500円（受付時に集金）
※小学生の参加者は１回につきプール使用

料300円が別途必要です。回数券をご利
用いただけます。
申込方法　７月２日㈫10:00～サンアリー

ナ温水プール受付にて申し込み
を開始します。受付は先着順で、
定員に達し次第締切。

３日間集中 !! 子ども水泳練習会
夏休みの３日間集中練習。泳力別に分かれ
て専門のインストラクターが指導。
日時　８月９日㈮～11日㈷の３日間
　　　16:00～16:50（50分）
場所　サンアリーナ温水プール
対象　小学生
定員　30人（先着順）
参加費　2,400円（３回分の回数券または
定期券をお持ちの方は1,500円）
※申し込み時に現金でお預かりします。
申込方法　７月23日㈫～８月８日㈭の期

間にプール受付窓口にてお申し
込みください。

問 サンアリーナ温水プール
　 （☎22－8733）へ

スタジオMパート2　
第29回ジャズダンス公演
子どもから大人までジャズやミュージカル
曲など中心にいろいろなジャンルのダンス
をステージいっぱい盛り上げます。
日時　７月21日㈰　13:30～（開場13:00）
場所　夢ホール（文化会館）
入場料　前売り999円（当日300円増し）
問 井利元（☎090－1579－0490）へ
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