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

ふるさと桑野
「みーつけた
ふる里の宝」
を発行しました

阿南税務署は、旧庁舎跡に新庁舎が完成し
ますので、５月24日㈮の執務終了後、仮
庁舎から移転します。新庁舎での執務開始
日は、５月27日㈪です。
新庁舎住所 〒774‐0030 富岡町滝の下
４番地４（新庁舎の所在地は下図のとおり）
Ｎ

阿南税務署
四国電力
阿南営業所

至徳島・小松島

第９回 羽ノ浦“こどもの日”
凧揚げ大会
広い野原で青空の下、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）
※子ども用の貸し出し凧あります。（無料）
問 羽ノ浦町おやじの何でも塾 福井
（☎090－5717－7334）へ

勤労青少年ホーム
スワッグ（壁飾り）作り
短期講座受講者募集
短時間で簡単に作れ、自然にドライフラワ
ーになり、部屋の素敵なインテリアになり
ます。
日時 ５月11日㈯ 10:30～
場所 勤労青少年ホーム２階 集会室
定員 10人
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）
参加費 500円
※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
講師 榎本貴美由さん
申込締切日 ５月７日㈫
問 勤労青少年ホーム（☎42－4572）へ
※受付時間は平日13:00～20:00

スポンジテニス参加者募集
スポンジテニスは、スポンジのボールを使
用。バドミントンコートでテニスのルール
でゲームを行います。ボールは柔らかく、
当たっても痛くない安全なスポーツで、ど
なたでも参加可能。初心者の方は随時講習
会を実施します
日程 毎週水曜日 19:00～22:00
場所 羽ノ浦総合国民体育館Ｃアリーナ
（羽ノ浦中学校横）
参加費 １回 300円
持参物 体育館シューズ、飲料、タオル（貸
代用ラケット有）
問 羽ノ浦体育協会 テニス部内 ST部
代表 丸岡照美（☎090－4970－7845）へ
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先人から受け継がれている桑野地域の歴史
と文化を次世代の子どもたちに伝え残した
いと、桑野公民館と桑野ふるさと研究会が
町内にある貴重な資料や写真を収集し冊子
を発行しました。１冊1,000円で販売しま
すので、お問い合わせください。
問 桑野公民館（☎26－1644）へ

阿南税務署からのお知らせ

県道130号線

至海部郡・高知

阿南郵便局

問 阿南税務署（☎22－0414）へ
※電話番号は変更ありません。

平成31年度 教養講座
受講生募集のご案内
教室名 編み物
講師 米田さつきさん
開講日 毎月第１・３金曜日9:30～12:00
内容 初心者の方も手作りのセーターなど
に挑戦してみませんか。
受講料 年間1,000円
定員 20人
※教材費、実習費等が別途必要です。
申込期間 ５月１日㈬～31日㈮
※定員になり次第締め切ります。
問 勤労女性センター（☎44－5611）へ

「エシカル消費」してみませんか
環境、人や社会、地域に配慮した商品やサ
ービスを選択する「エシカル消費（倫理的
消費）」は、私たちや未来の子どもたちに
住みよい社会や環境の実現につながります。
県では、５月の第２土曜日から15日間を
「消費者市民社会推進期間」に定めていま
す。誰一人取り残さない持続可能な社会の
実現に向けて、あなたもエシカル消費を始
めてみませんか。
問 徳島県 消費生活創造室
（☎088－621－2499）へ

Waンダーキッズラボ
参加者募集
「マジカルサイエンス

〜色の不思議と風船マジック〜」
液体の色が次々に変わる実験や、風船を使
った不思議な現象を間近で体験しよう♪マ
ジカル博士は君だ！
日時 ６月２日㈰ ①11:00〜11:30
②14:00〜14:30
場所 J パワー＆よんでんWa ンダーランド
スパイラル館
対象 小学生（幼児見学可）
定員 各回20人（先着順、予約可）
※予約のお子さまにはプレゼントあり！
問 Jパワー＆よんでんWaンダーランド
（☎34－3251）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20日㈪ 13:00～15:30
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 佐藤康彦さん
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

個店の魅力を伝える
「まちゼミ」をご存じですか

第11回“阿南まちゼミ”説明会

「まちゼミ」は店主やスタッフが講師となり、
プロならではの専門的な知識や情報・コツ
を無料で受講者に伝える、少人数制のゼミ
ナールです。お店とお客さまの交流を通して、
これからのお店の事業承継にもつなげてい
きませんか。興味のある店主の方は、参加
するしないに関わらず、説明会にぜひお申
し込みください。
日時 ５月24日㈮ 18:30～20:30
場所 阿南商工会議所３階 研修室
参加料 無料
申込締切日 ５月23日㈭
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

遺言・相続・成年後見制度相談会
日時
場所
内容

５月11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

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
●三味線コンサート
日時 ５月15日㈬ 14:00～
（受付13:30～14:00）
出演 藍
●彩り陶器展
期間 ５月19日㈰～26日㈰
10:00～17:00（最終日15:00まで）
内容 萩：植草達郎 植草博子、
唐津：府川和泉
問 杜のホスピタル リハビリテーション部
作業療法室（☎22－0218）へ

市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

スポーツ安全保険に
加入しませんか
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 加入手続日の翌日0:00～2020
年３月31日24:00まで
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
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。どうぶつ将
棋もできます。
日程 土曜日10:00～12:00
※要問い合わせ
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）
問 日本将棋連盟普及指導員
（☎090－6888－5686）へ

日本将棋連盟
那賀川支部会員募集
将棋を通して楽しく交流。将棋が好きな方
やこれを機に始めてみたい方はお気軽にお
問い合わせください。
日程 毎週土曜日 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。
問 日本将棋連盟那賀川支部
（☎090－6888－5686）へ

第８回阿南出雲
フェスティバル
魏志倭人伝に『其の山丹有り』と記されて
おり、若杉山遺跡で辰砂（丹・朱）採掘の日
本最古といわれる坑道が発見され、阿波は
邪馬臺国であると確信できます。やっぱり
古事記に記される「出雲」は阿南だった!?
日時 ５月26日㈰ 13:00～16:00
場所 阿南市商工業振興センター2階
参加費 500円
内容 若杉山遺跡について（阿南市文化振
興課 事務主任 向井公紀さん）、
委奴国と呼ばれた阿南（邪馬臺国（や
まと国）研究会 会長 土佐野治茂
さん）、やっぱり古事記に書かれる
出雲は阿波（阿波古事記研究会 副
会長 三村隆範さん）
問 三村（☎090－8282－0328）へ
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初心者歓迎！気軽に参加
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
場所

５月19日㈰ 10:00～12:00
羽ノ浦町総合体育館
（羽ノ浦中学校隣）
内容 グリップの握り方～軽くボール打ち
等初心者練習
対象 どなたでも参加できます。
定員 10人程度（先着順）
申込方法 参加を希望される方は５月16
日㈭までに下記にご連絡くださ
い。
参加費 200円（保険料）
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
こちらで用意します）
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

徳島駐屯地開設
７周年記念行事
記念行事では、記念式典、音楽演奏、装備
品展示、自衛隊車両の体験搭乗などを行い
ます。記念式典での観閲行進や第14音楽
隊による音楽演奏など、見どころ満載です。
日時 ５月12日㈰ 9:30～14:00
※状況により一部予定を変更する場合があ
ります。
場所 陸上自衛隊徳島駐屯地（那賀川町小
延413番地１）
入場料金 無料
駐車場 那賀川送信所広場（那賀川町島尻
759番地）、今津小学校グラウン
ド（那賀川町敷地238番地）
問 陸上自衛隊徳島駐屯地 司令職務班
（☎42－0991内線203）へ

所蔵作品展
徳島のコレクション
金田実生
2019年度第１期 ＜真実の肌ざわり＞
特集「新収蔵作品を中心に」
今期の特集では、昨年度新たにコレクショ
ンに加わった金田実生、倉地比沙支、安齊
重男らの作品を既蔵作品とともに展覧しま
す。また今回は、徳島ゆかりの美術のコー
ナーでも、徳島にゆかりのある作家たちの
新収蔵作品をご紹介します。
会期 ７月７日㈰まで
場所 徳島県立近代美術館
所蔵作品展 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
問 徳島県立近代美術館
（☎088－668－1088）へ

お得店舗 街ガイド
“ぶらり♪あなん”
2019春夏号が
発刊されました！
阿南商工会議所商業部会では地域のお客さ
まに、阿南市内のお店で楽しくお買い物を
していただくため、
“ ぶらり♪あなん”2019
春夏号を発行し７月31日までの期間、
「ス
タンプラリー」を開催しています。
７月31日までの開催期間中に12店舗でお
買い物をして、スタンプを12個集めて応
募すると、抽選で100人に掲載店舗で使え
る「商品券」をプレゼントします。
くわしくは、阿南商工会議所ホームページ
をご覧ください。
問 阿南商工会議所（☎22－2301）へ

絵本の読み聞かせ体験
絵本の読み聞かせを体験してみませんか。
参加者同士で読み合い、お子さんたちにも
楽しんでもらいましょう。当日は読みたい
絵本をご持参ください。
日時 ５月25日㈯ 10:00～11:00
場所 ひまわり会館 児童ルーム
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
※☎は３日以上メールの返信がない場合のみ

伊島いいしまフォトコンテスト♪
それぞれの楽しみ方で、伊島の写真を撮っ
て応募してみよう!!伊島のササユリや四季
の風景、野尾辺の湿地帯、磯釣りなどなど
…。
テーマ 伊島のササユリの花や四季の風景、
暮らし、景勝地など
☆特別賞・最優秀賞の方には、表彰および
景品進呈します☆
撮影期間 ８月９日㈮まで
提出期間 ６月20日㈭～８月９日㈮
展示 ①9月中旬～下旬
阿南市役所１階
②10月中旬～下旬
伊島小中学校体育館
応募資格 アマチュアカメラマン
応募規格 カラー、モノクロともに四切、
ワイド四切、A4寸にプリントしたもの、
単写真の応募（画像加工、継写真、組写真、
スライドは不可）
提出方法 郵送で提出してください。
※応募方法等くわしくは、パンフレットを
ご覧ください。
問 〒770‐0942 徳島市昭和町８丁目27
番地 三木資源㈱内 （一社）新ささゆ
り 会 事 務 局 大 西（ 三 木 資 源 ㈱ 内 ☎
088－622－0236）へ
e-mail:shin_sasayuri@yahoo.co.jp
※問い合わせはできるだけメールでお願い
します。
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