
杜のホスピタルコンサート 
場所　杜のホスピタルOTホール
※入場無料
●クラッシックギターコンサート
日時　５月12日㈯　14:00～
出演　平岡範彦　
●クニ三上JAZZコンサート
日時　５月24日㈭　14:00～
出演　クニ三上（ピアノ）、横山和明（ド

ラムス）、林　正男（ベース）
問 杜のホスピタル　リハビリテーション課
　 （☎22－0218）へ

第３回舟のある広場まつり
５月25日頃～６月下旬には花しょうぶが
見頃を迎えます。アジサイやパンジーのメ
ッセージも楽しんでください。３隻の舟の
中には水生植物が咲き、メダカや金魚も泳
いでいます。

「住友しょうぶ園」（那賀川町江野島）との
コラボレーション企画もあります。
日時　６月２日㈯　9:00～
場所　羽ノ浦農村環境改善センター（情報

文化センター東隣）
内容　和太鼓、フラダンス、ぜんざいの接

待（先着100人） ほか
※フラワーアレンジメント教室（2

階・要予約）
※入場無料

問 那賀川北岸地域広域保全協議会（☎24
－8318）へ

e-mail:kawakita-ho15@tiara.ocn.ne.jp

阿南ソフトバレーリーグ
開催
期間　 ▼前期６月（第１、第３水曜日）

 　　７月（第１、第３水曜日）
 　　８月（第１、第４水曜日）

▼後期９月（第１、第３水曜日）
 10月（第１、第３水曜日）
 11月（第１、第３水曜日）

時間　20:00～22:00
場所　スポーツ総合センター
※くわしくは、下記までお問い合わせくだ

さい。
問 阿南市バレーボール協会事務局
　 辻（☎090－3184－3016）へ

海上自衛隊徳島教育航空群
ふれあいコンサート
日時　７月７日㈯　14:00～（開場13:00）
場所　鳴門市文化会館
出演　海上自衛隊呉音楽隊
応募方法　往復はがきでご応募ください。

応募者多数の場合は、抽選を行
います。当選結果は、はがきの
返送をもって行います。

【往信（表）】　〒771-0292　板野郡松茂町
住吉字住吉開拓38番地　
海上自衛隊　徳島教育航空群
広報室行

【往信（裏）】　入場希望者全員（最大4人）の
住所、氏名、ふりがな、年齢

【返信（表）】　代表者の郵便番号、住所、
氏名

応募期間　５月１日㈫～６月15日㈮（当日
消印有効）

※くわしくは、徳島教育航空群ホームペー
ジをご確認ください。

http://www.mod.go.jp/msdf/tokusima
問 海上自衛隊徳島教育航空群司令部広報室
　 （☎088－699－5111内線3234）へ

県立南部テクノスクール
受講生募集
訓練科　介護初任者研修科
内容　徳島県介護職員初任者研修課程
定員　15人
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　７月４日㈬～10月３日㈬
※日、祝日、お盆は休校日
訓練時間　9:15～16:35
訓練場所　阿南建設会館
受講料　無料　※テキスト代は自己負担
申込期間　５月９日㈬～６月６日㈬
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

J パワー & よんでん
Waンダーランド イベント
開催日　５月３日㈷
●わんわん大サーカス
かわいいワンちゃんたちが大活躍！記念撮
影会があります。カメラをお持ちください。
時間　①11:00～　②14:00～
場所　Waンダーホール
●みんなでヤギを探そう！
Waンダーランドで２匹のヤギが迷子にな
り、はなればなれに。白ヤギさんと黒ヤギ
さんのお手紙を届けるお手伝いをすると、
プレゼントがもらえるかも?!
時間　16:00まで
※雨天時はクリスタル館にて、“クラウン
ドタバタコメディショウ ”を行います。
問 Jパワー &よんでんWaンダーランド
　 （☎34－3251）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
くるくるりさいくる（夏物）の時間
おそと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でかけ
ませんか。
日時　５月23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

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②５月

23日③お母さんのお名前、生
年月日④お子さんのお名前、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

第３回羽ノ浦オープン
スポンジテニス大会 参加者募集
バトミントンコートで、スポンジボールを
使用しテニスを行います。硬式、軟式、パ
ドル各テニスほか、バトミントン、卓球な
どラケットスポーツ経験者はすぐにでも楽
しめます。
日時　６月10日㈰　9:00～16:00
※毎週水曜日19:00～22:00に羽ノ浦体育

館で練習中。参加自由。
場所　羽ノ浦体育館
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　電話または、メールで住所、氏

名、年齢、経験年数を明記の上、
お申し込みください。

問 羽ノ浦体協　丸岡
（☎090－4970－7845）へ
e-mail:terumaruy＠nifty.com

達粋連結成70年の歴史写真展
同時開催　紅露儀一とともに20年
日時　５月21日㈪～６月１日㈮
　　　10:00～17:00
※土・日休館、５月21日㈪は13:00オー

プン、６月１日㈮は15:00まで
場所　よんでんエネルギープラザあなん
　　　（橘町幸野106番地）
主催　達粋連、紅露儀一
後援　徳島新聞、桑野公民館、桑野写友会
問 達粋連　二宮恒雄（☎26－0251）へ

３分間でできる
健康体操
真向法講習会 
座ってできるストレッチング！たった４つの
動作で足腰が柔軟になり、若さが保たれま
す。初心者の方もお気軽にご参加ください。
日時　５月21日㈪　13:00～15:00
場所　富岡公民館１階　和室
講師　公益社団法人　真向法協会
　　　指導部長　佐藤康彦先生
参加費　無料（申込不要）
持参物　タオル、飲み物
※体操のできる服装でお越しください。
問 阿南真向会　久米（22－5806）へ 羽ノ浦“こどもの日”

凧揚げ大会 

青空の下、子どももおじいちゃんもおばあ
ちゃんも、みんなで凧揚げを楽しみましょ
う！
日時　５月５日㈷　10:00～14:00
　　　※雨天の場合は中止
場所　那賀川河川敷第３緑地公園
　　　（羽ノ浦町明見）
※子ども用の貸出し凧あります。（無料）
問 羽ノ浦町おやじの何でも塾　福井
　 （☎090－5717－7334）へ

所蔵作品展　徳島のコレクション
2018年度第１期 特集 
新収蔵作品を中心に

「人間表現」、「現代版画」、「徳島ゆかりの
美術」に加えて、特集では、平成29年度
の新収蔵作品、金田実生の油彩画〈彼の清
らかな意志〉、 文承根の版画〈無題〉、ケネ
ス・アーミテジの版画〈走っている少女と
手すり〉、八島正明の油彩画〈苦い風景〉
など、昨年度の新収蔵作品を中心に既収蔵
の作品も交えて展覧します。
会期　７月１日㈰まで
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

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）

※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

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。７月号の締め切りは５月31日㈭です。
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

Waンダーランドの 「毎月第３
日曜は、サンデーイベント！」
メンバーズカードにスタンプを５個集める
と素敵なプレゼント♪実施中！
日程　５月20日㈰　「お絵かきバッグ」
　　　６月17日㈰　「父の日ペン立て」
時間　①11:00～　②14:00～
対象　小学生低学年程度
定員　各回20人まで
参加費　無料
持参物　なし
※開催月によって必要な場合があります。
申込方法　お電話でご予約ください。
問 Jパワー＆よんでんWaンダーランド
 　（☎34－3251）へ

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会
日時　５月12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

徳島県退職者連合南部地域協議会カルチャースクール
平成30年度新規受講生募集
対象　退職者の方ならどなたでも　　場所　富岡公民館

問 徳島県退職者連合南部地域協議会カルチャースクール事務局（☎28－6030）へ
　 http://ghb-culture.jpn.org/

たんぽぽまつり
日時　６月３日㈰　
　　　10:00～14:00
場所　那賀川公民館
内容　利用者手作りの作品展示・即売、各

種模擬店、アトラクション、不用品
バザー

※不用品バザーの品物（古着は除く）があ
りましたら、ご提供ください。

問 たんぽぽ作業所（☎44－6888）へ

日本将棋連盟
那賀川支部会員募集 
ひまわり会館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
合わせ下さい。
日程　５月12日㈯、26日㈯
　　　12:00～17:00
場所　ひまわり会館
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

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練　
受講生募集
再就職をめざす求職者の方を対象に職業訓
練を実施しています。入所を希望される方
はご相談ください。
〈募集訓練科〉
６カ月コース（６月１日㈮～11月27日㈫）
▶溶接加工科　
７カ月コース（６月１日㈮～12月26日㈬）
６カ月コースの前に１カ月の導入講習を受
講していただきます。
▶電気設備技術科
▶住宅リフォーム技術科
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　５月７日㈪まで

問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ
※平日9:00～17:00

金田実生
＜彼の清らかな意志＞

講　　　座 曜　日 時　　間 講　師
mogmog のパン教室 第 1 月曜 13:00 ～ 16:00 田浦由理
mogmog のお菓子教室 第 3 月曜 13:00 ～ 16:00 田浦由理
朗読 / ささゆり会 第 2、3 月曜  9:30 ～ 11:30 田中益子
野菜ソムリエの料理教室 第 4 金曜  9:30 ～ 12:00 近藤裕昭
極楽パソコン教室 第 2 火曜 13:00 ～ 15:00 庄野政彦第 4 火曜 10:00 ～ 12:00 
俳句 第 4 水曜 10:00 ～ 12:00 福島せいぎ
楽しくスッキリ！健康ビクス 第 2、4 月曜 10:00 ～ 11:10 西田智恵子
シニアヨガ 第 1、3 水曜 10:00 ～ 11:00 姫野美穂
アロマ 第 2、4 火曜 10:00 ～ 12:00 四宮奈緒
写経 第 4 水曜 13:00 ～ 14:00 福島誠浄
英会話 第 2、4 水曜 13:00 ～ 14:00 ロバート・ウォービー
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