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29日㈮です。
メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

淡島祭
日時

３月10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（あなん子ども太
鼓）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

明谷梅林へ梅見に行こう

（約15km）

開催日 ３月９日㈯ ※少雨決行
内容 9:30夢ホール集合～富岡西高～宝橋
～長生橋～明谷橋～コミセン・明谷
寺～南川橋手前右折～権現神社～井
上梅林～明谷梅林～コミセン・明谷
寺～16:00頃桑野駅解散 ※道は平
坦です。
参加費 300円（阿南歩こう会会員は200
円）、小学生以下無料
持参物 弁当、飲み物、雨具、保険証など
※体調を整え、着脱可能な服装、滑りにく
い靴でご参加ください。傷害保険には加
入していますが、保険適用外の疾病など
の責任は負いません。
問 阿南歩こう会事務局 新川
（☎22－3188）へ

おそとでわらべうた遊びやお話の会

びーんず Waンダーぴくにっく
桜咲く春休みスペシャル

おそとのかぜを感じながら、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 ３月27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)
※雨天の場合は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。今回はご
兄弟の小学生も参加可能です。
持参物 お弁当、飲み物、敷物等
参加費 無料
申込方法 ①Wa ンダーぴくにっく ②参加
日時③保護者のお名前とお子さ
まのお名前と年齢④携帯電話番
号 な ど ご 連 絡 先 を 記 入 の 上、
ippoippoayumu@gmail.com
まで電子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
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富岡東中学校・高等学校音楽部
第１４回定期演奏会
私たち音楽部は、中学生と高校生がいつも
一緒に活動しています。音楽部の卒業生と
共に、皆さまの心に響く演奏会にしたいと
思いますので、ぜひ聴きにお越しください。
日時 ３月26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 徳島県立富岡東高等学校
（☎22－2120）へ

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練
受講生募集
募集訓練科（６カ月）
▶CAD機械科 ▶住環境計画科デュアル
（概ね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１日㈪
問 ポリテクセンター徳島
（☎088－654－5102）へ
※平日9:00～17:00

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
合せください。
問 楽しい英会話教室 松田
（☎090－8284－1743）へ

無戸籍でお困りの方は法務局
または市町村の戸籍窓口に
ご相談ください
戸籍に記載されるための手続をご案内しま
す。
法務省では、出生の届出がされておらず、
無戸籍となっている方々について、戸籍に
記載されるための手続案内をするなど、さ
まざまな取組を行っています。
全国の法務局・地方法務局およびその支局
または市町村の戸籍窓口では、無戸籍解消
のための相談を受け付けていますので、ま
ずは、ご連絡ください。
問 徳島地方法務局（☎088－622－4824）
へ

もみじ川温泉さくらまつり
日時
場所

３月31日㈰ 12:30～17:15
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'19オ
ープニングアクト オーディション
開催、屋台や体験ブースほか
問 もみじ川温泉（☎0884－62－1171）へ

ウルトラマラソン大会
給水所ボランティア募集
日時 ４月28日㈰ 5:00～19:00
場所 室戸市佐喜浜中学校～かもだ岬温泉
内容 各給水ポイントでランナーに飲食物
を手渡す、ランナー通過（出発）ご
とに、次の給水所チームへ連絡、分
岐点、三差路などコース案内係
申込方法 NPO法人阿南未来創造社ホー
ムページから、申込書をダウン
ロードして郵送、メールまたは
ファクスでお申し込みください。
申込締切日 ３月20日㈬
※送迎はできません。各現地集合でお願い
します。
問 ウルトラマラソン大会事務局 助田
（☎080－5634－9260）へ

楠根桜づつみ公園
第４回桜まつり
場所 楠根桜づつみ公園（楠根町新田）
祭期間 ３月24日㈰～４月７日㈰
〈イベント〉 ３月31日㈰ ※荒天時中止
花 パンジー：100プランター、菜の花：
公園に900株、畑（公園から徒歩500歩）
に2,500株
飲食イベント うどん、焼鳥、おにぎり、
たこ焼き、たい焼き、
フランクフルト、ボスコベル、
PANKO・CAFÉほか
物販 ばーちゃんの店（地元産品）、
なごみ工房しげぱんほか
もち投げ ①12:00頃 ②14:40頃
ステージイベント 10:00～15:00
司会：長谷川加奈・谷口さん
出演者 タタロール、徳島マンドリンクラブ、
たんぽぽ、リコ・レフア、よさこい、
エイサー、和太鼓、劇団「夢創」、
渦の會、サーティーグラスボーイズ、
チャーリー＆レオマワールドWithヒロコ
ほか
※出演者、時間は当日変更になる場合があ
ります。
駐車場 出演者用、一般の方用があります。
問 楠根町活性化協議会 國貞（☎080－
8630－4277）または事務局 松田（☎
090－3189－4187）へ

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

第３回
阿南de春マルシェ！
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、いろんな春の場面
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。親子で楽しめる、手
作り雑貨体験ワークショップも充実♪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。キッズスペース、イートイン
スペースもあります。
日時 ３月24日㈰ 10:00～16:00
場所 文化会館２階 研修室
※入場、駐車場無料
問 阿南de春マルシェ！実行委員会 代表
中崎郁加里（☎090－4978－7508）へ
e-mail:yuk.rapunzel@gmail.com

硬式テニス初心者講習会
参加者募集
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保育（子育て）交流イベント
「シルバー子育て広場」

中部高齢者お世話センターから
認知症カフェのご案内

「保育・育児の手助けをしたい！でも、昔と
今では子育ての 仕 方は変わっているので
は？」と不安をお持ちのシニア世代の皆さ
ま、ぜひご参加ください。
日時 ３月26日㈫ 10:30～13:30
場所 ひまわり会館 健康ルーム
対象 60歳以上で子育て支援に興味をお
持ちの方
内容 木遊び・紙芝居・手遊び・絵本など
で子どもと一緒に遊ぼう！、助産師
による孫育ての悩み相談コーナーも
開設
協力 NPO法人子育て支援ネットワークと
くしま
申込期間 ３月１日㈮～15日㈮
※平日9:00～16:00
問（公社）徳島県シルバー人材センター連合
会（☎088－665－5533）へ
阿南市シルバー人材センター 会員大募集中

■ほっこりカフェ
日時 ３月８日㈮ 13:30～15:00
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 阿南市保健センターによる出前講座、
専門職による介護・認知症相談
※申込不要、参加費無料
問 中部高齢者お世話センター（☎23－
3728）または双葉の丘（☎23－2882）へ

JICA海外協力隊募集

日程

４月13日㈯～10月26日㈯
毎週土曜日19:00～21:00（計27回）
場所 羽ノ浦町スポーツランド
テニスコート
対象 初心者の方20人（先着順）
参加費 3,000円（安 全 保険、ボール 代、
会費）、65歳以上2,350円
※別途毎回コート代が１回300円必要
※貸しラケットはあります。
申込方法 ４月14日㈰までにメールで、住
所、氏名、性別、生年月日、連
絡先を記入してお申し込みくだ
さい。
e-mail:terumaruy63MALU@outlook.jp
振込方法 ゆうちょ銀行【店名】六二八（読
みロク二ハチ）
【店番】628【預
金種目】普通預金【口座番号】
1777308または直接 会 場まで
ご持参ください。
問 羽ノ浦体育協会テニス部 丸岡
（☎090－4970－7845）へ

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。
応募期間 ４月３日㈬ 12:00まで
※原則ウェブ応募になります。
応募資格
▶生年月日が1949年４月５日以降、1999
年９月２日までの方
▶希望可能な一般案件の制限：生年月日が
1973年４月５日以降の方は、すべての
一般案件が対象ですが、それ以前の方は
一部の一般案件のみが対象となります。
▶いずれも日本国籍を持っていることが前
提となります。
※くわしくは、JICA海外協力隊ウェブサイ
トをご覧ください。
問 JICA海外協力隊募集事務局
（☎03－6734－1242）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
自衛官候補生
自衛官として社会に貢献するコース）
（任期制自衛官のコース）

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

18 歳以上
33 歳未満の男女

受付期間

４月12日㈮まで

現在受付中

試 験 日

4月20日㈯～24日㈬のいずれか１日

受付時お知らせします

試験会場

志願時にお知らせします

問 自衛隊阿南地域事務所（☎22－6981）へ

徳島航空基地（徳島県板野郡松茂町）

杜のホスピタル文化活動
場所 杜のホスピタル５階 杜のホール
※入場無料
●スプリングコンサート
日時 ３月９日㈯ 14:00～
出演 逢坂弘子、合田史郎、小田原令幸、
浜田佳子
●講演会「絵本づくりにこめる思い」
日時 ３月16日㈯ 14:00～
講師 羽尻利門
問 杜のホスピタル リハビリテーション課
作業療法室（☎22－0218）へ

ヨガ教室のご案内
はじめてのやさしいヨガ
日時 ３月21日㈷ 11:00～11:40
場所 スポーツ総合センター トレーニン
グ室
対象 ３歳から（幼児は保護者との参加と
させていただきます）
参加費 幼児無料、小・中学生300円、
高校生以上500円
定員 20人 持参物 飲み物、タオル
スローフローヨガ
日時 3月28日㈭ 19:30～20:30
場所 スポーツ総合センター サブアリーナ
対象 18歳以上
参加費 500円
定員 30人
持参物 飲み物、タオル、ヨガマット
※ヨガマットをお持ちでない方は貸出します。
〈共通事項〉
インストラクター

IYC ヨガベーシック
SLOW‐FLOW YOGA
指導資格認定インスト
ラクター 中崎 優さ
ん
申込方法 ３月５日㈫～申込開始。定員に
なり次第締め切り。
※電話での申込みも受け付けます。
服装 動きやすい服
※定期券をお持ちの方は、参加費に利用で
きます。
問 サンアリーナ温水プール
（☎22－8733）
へ
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