
平成30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
　 （☎087－880－7442）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
企業人としての意識付けと、仕事をする上
で基盤となるビジネスマナーを徹底トレー
ニングし、やる気のある人財に変革します。
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。コ
ミュニケーションゲームを通して、チーム
ワークの大切さやチームでの達成感を体験
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5,000円
　　　　会員外　1人8,000円　
※テキスト・昼食代を含む。
定員　40人（先着順）　　
申込締切日　４月５日㈭
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

楠根桜づつみ公園第３回桜まつり
公園内ではパンジーが、公園から10分で
レンゲ畑とかかしが見られます。
日時　４月１日㈰　10:00～14:00　
場所　桜づつみ公園（楠根町金石）
司会　長谷川加奈　※荒天時中止
内容　ステージイベント（文理大学による
和太鼓・よさこい、オカリナ演奏、劇団「夢
創」、フラメンコ、すー G＆カズキ、フラ
ダンス、楠本ヒロシ、サーティーグラスボ
ーイズ、加茂谷小唄ほか）、飲食イベント（う
どん、焼き鳥、たこ焼き、しげぱん、豚汁、
おにぎり、フランクフルトほか）
※駐車場は出演者用、一般用があります。
問 楠根町活性化協議会事務局　松田
　 （☎090－3189－4187）へ

名作映画ポスター展
懐かしい名作映画のポスター・チラシ・パ
ンフレットなどの映画資料を展示します。
日程　４月16日㈪～30日（振休）
　　　10:00～17:00
※初日は開始時間が13:00、最終日は終了

時間が15:00
※21日㈯、22日㈰、28日㈯、29日㈰は

休館日
場所　よんでんエネルギープラザ阿南
　　　（橘町幸野106番地）
※入場無料
問 名作映画ポスター展実行委員会
　 篠原（☎22－9859）へ

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。イルミネーションでライトアップされ
た夜桜も楽しめます。かざぐるまとLED
オブジェも点灯する予定です。
期間　３月30日㈮～４月８日㈰
場所　牛岐城趾公園（富岡町）
●イベント
日時　４月７日㈯　15:00～　※雨天中止
内容　お抹茶とお菓子のお茶会（先着100

人）、ステージイベント（ジャズ演奏、
お琴演奏、吹奏楽演奏、阿波踊り、
ストリートダンスなど）

※天候などの状況により時間の変更有り。
問 富岡商店街協同組合（☎22－1684）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どなたで
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、DVD 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。
開館時間　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２階
※貸出カードの作成時は、身分を証明する

もの（運転免許証など）が必要です。
問 阿南工業高等専門学校図書館
　 （☎23－7106）へ
http://www.anan-nct.ac.jp/facilityguide/library/

初心者歓迎！
気軽に楽しみながらのソフトテニス
春季ソフトテニス初心者教室
日時　４月15日㈰　10:00 ～12:00
場所　羽ノ浦町総合体育館
　　　（羽ノ浦中学校隣）
対象　年齢問わずどなたでも参加できます。
定員　10人程度（先着順）
内容　グリップの握り方～軽くボール打ち

等初心者練習
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　４月12日㈭　
参加費　200円（保険料）
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

那賀川フリーマーケット
那賀川町商工会青年部による那賀川町新名
物「鉄板ナポリタン」の販売や、産直市「と
れとれ市公方」による詰め放題イベントも
同時開催！ご近所お誘い合わせの上、ご参
加ください！
日時　４月29日㈰、５月27日㈰
　　　10:00～14:00
場所　道の駅公方の郷なかがわ
※入場無料、駐車場有り。
●出店者募集中！
出店料500円、全30組を予定。
問 那賀川町商工会（☎42－1772）へ

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時　４月14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、日曜日は地域会員　花野

（☎090－3787－0305）へ

初心者テニス教室　参加者募集
日程　４月21日㈯～８月25日㈯
　　　毎週土曜日19:00～21:00（計19回）
場所　羽ノ浦健康スポーツランド
　　　テニスコート
対象　初心者の方　定員　15人（先着順）
参加費　3,000円（安全保険、ボール代）
※別途コート代が１回300円必要。
※貸しラケットあります。
申込方法　４月15日㈰までにメールでお申

し込みください。
問 羽ノ浦体育協会テニス部
　 （☎090－4970－7845）へ
 　e-mail:hanoura.syoshinsya@gmail.com
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郵送・持参

3/30㈮～4/3㈫

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　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

あなたの声を県政に！
オープンとくしまｅ－モニター募集
インターネットで県政に関するアンケート

（１件あたり10問程度、回答は主に選択方
式）にお答えいただくモニターを募集します。
募集人員　100人程度
任期　委嘱の日（５月頃）～平成31年3月

31日
応募資格　次の条件を満たす方。徳島県内
に居住する18歳以上の方（平成30年４月
１日現在）、国または地方公共団体の議会
議員および職員でない方、インターネット
を利用してサイトの閲覧およびアンケート
への回答ができる方（携帯電話端末を除
く）、個人のメールアドレスを有すること、
メールの送受信を日本語で行うことができ
ること。
応募方法　県ホームページのｅ－モニター
募集要領の応募フォームに必要事項を入力
し、応募（送信）してください。
謝礼　任期終了後に、徳島県内の障がい者

授産施設等の商品を贈呈。
応募締切　５月２日㈬　17:00
結果通知　応募者全員に通知します。（同
一人による複数応募は認められません）
問 徳島県監察課ふれあい交流室
　 （☎088－621－2096）へ

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３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

もみじ川温泉さくらまつり
日時　４月８日㈰　11:00～17:15　
場所　もみじ川温泉
　　　（那賀町大久保字西納野4番地7）
内容　▶Exciting Summer in WAJIKI'18
オープニングアクト　オーディション開催

（12:00～）※エキサマのオープニングア
クト出演をかけたオーディション▶ポケモ
ンピカチュウクイズ大会＆ピカチュウ写真
撮影会（１部11:30～、２部15:45～）▶
ミュージック餅投げ（16:45～）▶屋台や
体験ブースほか　
問 もみじ川温泉（☎0884－62－1171）へ

JICAボランティア募集 
世界約70カ国、1,000を超える仕事が今、
必要とされています。あなたの技術、経験
を開発途上国で生かしてみませんか。現地
の人々と協働しながら、人づくり、国づく
りに協力します。
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１日時点で満39歳以下の方②５
月１日時点で満40～69歳までの方
※日本国籍を持つ方
応募期間　４月２日㈪～５月１日㈫
※くわしくは、JICA ボランティアホーム

ページをご覧ください。
問 JICA四国（☎087－821－8825）へ

杜のホスピタル文化活動
●落語会
日時　４月13日㈮　14:00～
出演　桂　かい枝、桂　文鹿
●ソプラノピアノコンサート
日時　４月21日㈯　14:00～
出演　井上ゆかり、粟田美佐
〈共通事項〉
場所　杜のホスピタル OT ホール
※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

中林観光地引網を開設しました
期間　10月上旬まで   
場所　北の脇海水浴場
必要人数　30人以上からお申込み可能
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

第13回阿南市合唱祭
日時　４月22日㈰　14:00～（13:30開場）
場所　夢ホール（文化会館）
出演団体　▶ベルゲンブリューダー▶野の

花コーラス▶ブルースカイ合唱
団▶ぎんのすず合唱団▶那賀川
童謡を歌う会▶阿南合唱団▶レ
ディースアンサンブルひまわり

ゲスト出演　合唱団なると　※入場無料
問 阿南市合唱祭事務局　松村
　 （☎22－3719）へ

在住外国人のための日本語教室
日時　４月１日㈰～９月９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
登録料　500円（半期分）
教材　「みんなの日本語Ⅰ・Ⅱ」
 　　　※各自でご準備ください。
申込方法　電話または電子メールでお申し

込みください。
※随時会員募集中です。
問 阿南市国際交流協会（☎44－6652）へ

e-mail:himawari_aia_2012@yahoo.co.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。

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27日㈮です。
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

羽ノ浦町岩脇公園
桜まつり
日時　４月１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、フラダンス、ミニＳＬ、
農産物・花の販売、フリーマーケット、ス
トラックアウト、お餅の配布、野立ほか
※ボランティアグループが岩脇公園の観光

史跡をガイドします。
ライトアップ　4月8日㈰まで
問 羽ノ浦町岩脇公園桜まつり保存会
　 （☎090－7571－6046）へ

特別陳列　生誕130年　
静かなる叙情 清原重以知の世界
清原重以知（1888～1971年）は、現在
の阿南市下大野町に生まれました。 静か
な叙情をたたえた作品を光風会や帝展、文
展に発表し、大正、昭和の洋画の世界に確
かな存在感を示しました。 コレクション
をもとに、清原の画業をご紹介します。
期間　４月21日㈯～６月17日㈰
場所　徳島県立近代美術館
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
※65歳以上の方で年齢を証明できるもの

をご提示いただいた方は観覧料が無料。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳をご提示いただいた方とそ
の介助をされる方１人は観覧料が無料。

※小・中・高生は土、日、祝日、振替休日、
学校の春休みの観覧料が無料。

※大学生・一般は、祝日および振替休日の
観覧料が無料。

問 徳島県立近代美術館
　 （☎088－668－1088）へ

あなんで映画を
みよう会 春例会

「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
日時　４月15日㈰　

①10:30～12:39
②14:00～16:09

場所　夢ホール（文化会館）
出演　山田涼介 、西田敏行 ほか
原作　東野圭吾 「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
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 －    500円

チケット販売場所　文化会館、市民会館、
情報文化センター、 平惣書店（阿南センタ
ー店・羽ノ浦国道店）、中富書店、フジグ
ラン阿南、アピカ
問 あなんで映画をみよう会
　 （☎090－2788－5465）へ

ロシアの女優　1916年　
油彩、キャンバス　
第10回文部省美術展覧会　
徳島県立近代美術館蔵
(C)清原　工 氏
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