市民の情報ひろば

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30日㈮です。
メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

第13回富岡東中学校・高等学校
定期演奏会
中学生と高校生が毎日一緒に練習している
音楽部の定期演奏会です。
日時 ３月27日㈫ 18:30開演
（18:00開場）
場所 夢ホール（文化会館）
入場料 300円（中学生以上）
問 富岡東中学校・高等学校
（☎22－2120）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

日本将棋連盟
那賀川支部会員募集
毎週２日、那賀川老人いこいの家で皆で和
気あいあいと将棋を指しています。将棋を
通して楽しく交流ができればと思っていま
す。将棋が好きな方やこれを機に初めてみ
たい方は、お気軽にお問い合わせください。
日程 毎週月、金曜日 10:00～17:00
場所 那賀川老人いこいの家
対象 青少年から高齢者の方まで、性別年
齢を問いません。初心者歓迎します。
駒の動かし方、ルールを指導します。
問 日本将棋連盟那賀川支部
（☎090－6888－5686）へ

東部高齢者お世話センターから
認知症カフェ等のご案内
■ほっとひといき会
日時 ３月16日㈮ 13:30～15:00
場所 シルバー小規模多機能ホーム
（宝田町荒井95番地５）
内容 地域交流会と相談会
参加費 無料
※要申込。3月12日㈪までにお申し込みく
ださい。
問 シルバー小規模多機能ホーム
（☎24－3720）へ
■オレンジカフェ富岡
日時 ４月２日㈪ 13:30～15:00
場所 富岡公民館 図書室
内容 認知症予防ゲーム３Ａ
講師 大野洋子さん
参加費 100円 ※申込不要
問 阿南東部高齢者お世話センター
（☎22－4577）へ
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淡島祭
日時

３月11日㈰ 10:00～14:00
※雨天決行
場所 淡島学園（西路見町姥6 番地 7）
内容 ▶アトラクション（ダンススタジオ
ひまわり）10:00～10:30 ▶即売
会（手芸品・野菜・果物・和菓子・
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。
問 淡島学園（☎22－0379）へ

第26回 新野高校
クリーンウオーク
ラリー参加者募集
高校生と一緒に遍路道の清掃活動をしませ
んか。
日時 ３月16日㈮ 8:45～12:30
（8:30までに新野高校に集合）
※雨天中止
場所 新野町から福井町に抜ける遍路道
持参物 飲み物、タオル
※運動のできる服装でお越しください。
問 新野高校 特別活動課 井上
（☎36－3215）へ

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時
場所
内容

３月10日㈯ 9:00～12:00
ひまわり会館
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、日曜日は地域会員 花野
（☎090－3787－0305）へ

春休みバウンドテニス教室
参加者募集
日時

３月28日㈬、30日㈮
10:00～12:00
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。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 200円（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20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事務局戸
井までお申し込みください。
問 〒774-0042 横見町高川原101番地1
阿南市バウンドテニス協会事務局
戸井綾子（☎・FAX49－1785）へ

ANAN ビューティフェスタ
～ 2018spring ～
日時 ３月18日㈰ 10:00～17:00
場所 阿南市商工業振興センター２階
内容 「美容」をテーマに阿南で人気のお
店が集結！美容 & メーク体験、美
ケアアイテム、無添加パン、おしゃ
れ雑貨、アクセサリーの販売など
参加店 大津薬局、爪塗り屋aZU、Ramcy、
キルト・ソルト、サロンドジョゼ、
Bancdoux、 無 添 加 パ ン Mogm
og&3 Khands
※入場無料、出入自由。キッズスペース、
駐車場あり。
問 大津薬局（☎23－5536）へ

Wa ンダーランド春休みイベント
「快盗戦隊ルパンレンジャー VS
警察戦隊パトレンジャーショー」
ショー終了後、お手持ちのカメラによる写
真撮影会も開催します。
日時 ３月25日㈰
①11:00～ ②14:00～
場所 Waンダーホール（福井町舟端１番地）
※観覧無料
問 Jパワー &よんでんWaンダーランド
（☎34－3251）へ

中部高齢者お世話センターから
認知症カフェのご案内

健康気功会

■ほっこりカフェ
日時 ３月８日㈭ 13:30～15:30
（受付13:00～）
場所 地域密着型特別養護老人ホーム双葉
の丘（見能林町南林30番地1）
内容 ボランティアグループ「きらきらレ
ディース」による手品、フラダンス
など
参加費 無料 ※申込不要
問 阿南中部高齢者お世話センター
（☎23－3728）または双葉の丘
（☎23－2882）へ

毎月全国400カ所で活動中のボランティア
の会です。今日本では、毎年100人のうち
約70人が病気で亡くなっています。ガン
やうつ病が急増する現代、元気で長生きを
するために、丹田呼吸と第二の心臓である
下半身を強め、免疫力を高めませんか!
日時 ３月20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

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

県南の魅力体感講座
～海部（あまべ）藍～
藍の魅力を「知る」＋「体感できる」講座で
す。興味のある方はどなたでも結構ですの
で、お申し込みください。
日時 ３月16日㈮ 13:00～15:30
場所 ㈱トータス（海部郡海陽町大里字中
須土手外１番地１）
内容 藍の歴史や魅力について学ぶ講座、
藍の種まき体験、藍染め体験（希望
者のみ、有料）
講師 ㈱トータス 専務取締役
亀田悦子さん
受講料 無料（藍染め体験を希望される場
合は 2,000円）
申込方法 住所、氏名、電話番号、藍染め
体験希望の有無を記入の上、電話またはフ
ァクスでお申し込みください。
申込締切日 ３月５日㈪
定員 15人（応募者多数の場合は抽選）
問 徳島県南部総合県民局経営企画部（美
波）地域振興担当（☎ 0884－74－7330、
FAX0884－74－7337）へ

おそとでわらべうた遊びやお話しの
会びーんず Waンダーぴくにっく
春休みスペシャル
お外の風を感じながら、ふーっと深呼吸。
お弁当を持って親子でピクニックに出掛け
ませんか。
日時 ４月４日㈬ 10:30〜12:30
場所 J パワー＆よんでん Wa ンダーラン
ド（福井町舟端 1 番地）
※雨天時はWaンダーホール
内容 わらべうた、絵本の読み聞かせ、簡
単工作など
定員 親子（０〜５歳）15組
参加費 無料
持参物 お弁当、飲み物
申込方法 ① Wa ンダーぴくにっく、②
４月４日、③お母さんのお名前、生
年月日④お子さまのお名前、生年月
日⑤携帯電話番号を記入の上、メー
ルでお申し込みください。
問 びーんず事務局 桑原
（☎090－1004－1974）へ
※２、３日たっても返信がない場合のみ
e-mail:ippoippoayumu@gmail.com

皆さまこんにちは！ぽか
ぽか陽気の漂う季節にな
りました。僕たち阿南高専落語研究部は、
徳島落語研究会と共に、見能林寄席を開催
します！皆さまも落語を聞いて、笑って、
ぽかぽか陽気な気分になりませんか。
日時 ３月４日㈰ 13:30～（開場 13:00）
場所 見能林公民館 和室
木戸銭（入場料） 無料
※駐車場に限りがありますので、皆さまお
乗り合わせまたは公共交通機関をご利用
ください。
問 阿南高専落語研究部顧問 奥本
（☎23－7108）または徳島落語研究会
船城（☎090－3180－4963）へ

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、さ
まざま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25日㈰ 10:00～16:00
場所 文化会館２階 研修室
※入場、駐車場無料。キッズスペース &
イートインスペースあり。
問 阿南de春マルシェ！実行委員会
中崎郁加里
（☎090－4978－7508）
へ
e-mail:yuk.rapunzel@gmail.com

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練
受講生募集

初心者歓迎！気軽に参加
楽しみながらのテニス

ソフトテニス初心者教室

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）
※おおむね45歳未満対象
訓練期間 ５月７日㈪～10月31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２日㈪
問 ポリテクセンター徳島（☎088－654
－5102）へ ※平日9:00～17:00

日時
場所

3月11日㈰ 10:00～12:00
羽ノ浦町国民総合体育館
（羽ノ浦中学校隣）
対象 18歳以上の方
定員 10人程度（先着順）
内容 ラケットの握り方から、軽くボール
打ちなど初心者練習
参加費 無料
持参物 運動できる着衣、室内用シューズ、
ソフトテニス用ラケット（少数は
当所で用意します）
申込締切日 ３月８日㈭
問 羽ノ浦町体育協会テニス部ソフトテニス
支部 原（☎090－7140－0147）へ

スポーツ安全保険に
加入しませんか

行政書士による無料相談会

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 ４月１日 0:00〜平成31年３月
31日 24:00
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

阿南こども
将棋教室
初心者歓迎します。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。論理的な思考や礼儀作法が身に付
きます。どうぶつ将棋もできます。
日程 土曜日10:00～12:00
場所 ひまわり会館
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）
※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 西岡
（☎090－6888－5686）へ

第２回
阿南 de 春マルシェ！

見能林寄席

許認可手続きについて知りたい方は、ぜひ
ご相談ください。
日時 ３月17日㈯ 13:30～16:00
場所 ひまわり会館
相談内容 農地転用、建設業許可、開発許
可などの許認可手続き、相続など
問 徳島県行政書士会 徳島南部支部
（☎26－1157）へ

自衛官等採用試験案内
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
自衛隊幹部候補生
自衛官として社会に貢献するコース）
（幹部自衛官へのコース）

応募資格

技能公募

一般公募

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６日㈮まで

３月１日㈭～５月１日㈫

試 験 日

4月14日㈯～18日㈬のいずれか１日

５月12日㈯、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
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