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

あなんで映画をみよう会

春例会「引っ越し大名」
中止のお知らせ
４月12日㈰に上映を予定しておりました
春例会「引っ越し大名」は新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止のため中止にさせてい
ただきます。
チケットを購入された方は、返金しますの
で、 事 務 局（090－2788-5465) ま で ご
連絡ください。
問 あなんで映画をみよう会 事務局
（☎090－2788－5465）へ

将棋教室会員募集
阿南こども将棋教室
日程 毎週土曜日 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。）
日本将棋連盟那賀川支部会員
日程 毎週土曜日 9:30～17:00
場所 ひまわり会館３階 和室
対象 青少年から高齢者の方まで性別、年
齢を問いません。
※日程、申込方法等くわしくは、お問い合
わせください。

ポリテクセンター徳島
公共職業訓練受講生募集
①
募集訓練科
〈６カ月コース〉
▶溶接加工科
訓練期間 ６月１日㈪～11月26日㈭
〈７カ月コース〉
▶電気設備技術科
▶住宅リフォーム技術科
訓練期間 ６月１日㈪～12月23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。
募集期間 ３月30日㈪～４月24日㈮
②
募集訓練科
〈６カ月コース〉
▶電気設備技術科
▶住宅リフォーム技術科
訓練期間 ７月１日㈬～12月23日㈬
〈７カ月コース〉
▶CAD機械科
▶住環境計画科
訓練期間 ７月１日㈬～令和３年１月29
日㈮（１カ月の導入講習＋６カ月訓練）
募集期間 ４月24日㈮～６月１日㈪
＜①②共通事項＞
対象 公共職業安定所に求職の申し込みを
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）
問 ポリテクセンター徳島（☎088－654－
5102）へ ※平日9:00～17:00

問 日本将棋連盟普及指導員
（☎090－6888－5686）へ

遺言・相続・成年後見制度相談

杜のホスピタル文化活動

日時
場所
内容

カルテットコンサート
開催日 ４月18日㈯
出演 河田 健さん（サックス）、H.YUKO
さん（ボーカル）、瀬部妙子さん（ピ
アノ）、横田和洋さん（ベース）、岩
高 淳さん（ドラムス）
講演会「差別の構造」
開催日 ４月25日㈯
講師 井桁 碧さん
〈共通事項〉
場所 杜のホスピタル5階 杜のホール
時間 14:00～（受付13:30～13:55）
※受付終了後の入場はご遠慮ください。
定員 70人
※入場無料
※新型コロナウイルスの状況により開催中
止になることがあります。ご理解のほど
よろしくお願いいたします。
問 杜のホスピタル リハビリテーション部
石川（☎22－0218）へ
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４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（☎26－1157）へ

カイロプラクターによる
からだのゆがみとり運動教室
骨盤のゆがみを整えることで症状の改善を
めざします。一緒に楽しく運動しましょう。
日時 ４月９日㈭ 10:00～11:30
場所 夢ホール（文化会館） 工芸室
用具貸出費 500円
参 加 費 500円
持参物 動きやすい服装、タオル、飲み物
※運動用具準備のため事前予約をお願いし
ます。
問 日本カイロプラクティック連合会会員
橋本（☎090－5278－9359）へ

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
稽古日程 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

ベビー
マッサージ教室
保育士によるべビマ♪赤ちゃんとのお出か
けに、ママの気分転換にも♪
日時 ４月15日㈬ 10:30～11:30
場所 ラヴォワール
（向原町天羽畭115番地１）
対象 生後２カ月～１歳頃までの赤ちゃん
とママ
内容 毎日のスキンシップに♪ママに覚え
てもらいやすいべビマ
参加費 １回1,500円 ※要予約
※おくるみタッチケア、ベビースキンケア
教室も開催中♪ 日時など、くわしくは
お問い合わせください。
問 ベビーマッサージ＆スキンケア教室
PLUS BABY 玉置
（☎090－2895－0224）へ

令和２年度ひとり親家庭の母・
父および寡婦のための「就業
支援講習会」
（パソコン講習)
対象 ひとり親家庭の母および父（配偶者
の暴力により親と子で避難をしている等、
婚姻の実態は失われているが、やむを得な
い事情により離婚の届出を行っていない方
を含む）ならびに寡婦
※定員に満たない場合は、ひとり親家庭の
子どもも受講できる場合あり。
日時 ６月９日㈫～25日㈭（期間中の火
・木６日間）19:00～20:30
場所 富岡公民館
受講料 無料（テキスト代等は必要）
定員 20人
申込締切日 ６月１日㈪
申込方法 所定の申込書に必要事項を記入
し、持参、郵送またはメールにてお申し込
みください。
問 〒770-0943 徳島市中昭和町１丁目
２番地 県立総合福祉センター２階
（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会
（☎088－654－7418）へ
e-mail:boshi-04@song.ocn.ne.jp

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

スポーツ安全保険に
加入しませんか

岩脇公園桜まつり
中止のお知らせ

阿南市観光地引網を
開設します

対象

４月５日㈰に開催を予定しておりました岩
脇公園桜まつりのイベントは新型コロナウ
イルスの感染拡大防止のため中止にさせて
いただきます。
なお、３月28日㈯から４月12日㈰までラ
イトアップを行います。

期間 ４月７日㈫から10月上旬まで
場所 北の脇海岸北側
必要人数 30人以上からお申し込み可能
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
※受付時間は8:30～15:30

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から
令和３年３月31日  24:00まで
掛金 年額800円～
※年齢区分・補償内容等によって掛金が変
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

問 岩脇公園桜まつり保存会 松山
（☎090－7571－6046）へ

スポンジテニス参加者募集
バドミントンコートでスポンジボールを使
って行います。ルールはテニスと類似して
います。なんといってもボールは柔らかく、
安全で楽しいスポーツです。初心者からシ
ニアまで、どなたでも大歓迎です。日頃の
運動不足の解消に始めませんか。多くの方
の参加を待ってま～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人１回200円（小学生は無料）
持参物 体育館シューズ、飲料、タオル
※貸出用ラケットあり
問 羽ノ浦体協 テニス部内 ST部
代表 丸岡照美
（☎090－4970－7845）へ

楠根桜づつみ公園桜まつり
中止のお知らせ
楠根桜づつみ公園第５回桜まつりは、来場
される方、出演、出店される方、楠根町の
スタッフの安全を第一に考え、今回は中止
する事にさせていただきました。ご理解、
よろしくお願いいたします。公園には桜と
遊歩道には菜の花、パンジーも100プラン
ター並んでいます。桜が咲きましたら、ゆ
っくり遊びにおいでください!!
問 楠根町活性化協議会（☎080－8630－
4277）または事務局（☎090－8281
－6182）へ

第５回羽ノ浦オープン
スポンジテニス大会参加者募集
日時 ５月31日㈰ 8:30～16:30
場所 羽ノ浦総合体育館（羽ノ浦中学校横）
参加資格 テニス（硬式・軟式・スポンジ
テニス）ほか、卓球、バドミン
トン等ラケット使用したボール
ゲームの経験者および初心者
募集 個人または団体。（男子３人女子３
人）主催者側で調整します。
※チームが編成できない方は、個人登録も
受け付けていますのでご連絡ください。
参加費 １チーム4,500円
種目 ▶ステージⅠ（経験者）８チーム
▶ステージⅡ（高齢者・初心者）
８チーム
※くわしくは、「阿南のテニスぶろぐ」に
掲載しています。
申込方法 要項を確認して、４月１日㈬～
５月８日㈮の期間にメールでお
申し込みください。
申込先 terumaruy63MALU@outlook.jp
※参加チームの状況により、主催者で調整
し、変更することがあります。
※毎週水曜日に羽ノ浦総合体育館Ｃコート
で練習をしていますので気軽に参加して
ください。
問 丸岡照美（☎090－4970－7845）へ

ホ シ

映画「愛の地球へ」上映会、
クリスタルボウルと
ライトランゲージ演奏会
日程

４月２日㈭
13:40～上映（開場13:30）、
15:10～休憩、
15:40～海辺でクリスタルボウル
（演奏家 たかこさん）とライトラン
ゲージ（めぐむさん）の演奏会
場所 うみてらす北の脇
参加費 １人1,100円
※子ども、学生の方は無料
定員 30人
申込方法 申込フォームからお申し込みく
ださい。
https://ws.formzu.net/fgen/S7459846/
※託児無料（海辺での託児になりますの
で、 お着替えなどご用意ください。）
「愛の地球へホームページ」
https://ainohoshie.com/
ホ

シ

問 北内（☎080－6373－8175）へ
e-mail:wakantanka720@yahoo.co.jp

阿南市B&G海洋センター
からのお知らせ
今回は５月のイベントについてお知らせし
ます。
●うみてらすハワイアンダンス教室
日時 ５月９日㈯ 10:00～11:00
場所 うみてらす北の脇２階 研修室
参加費 500円
定員 15人
講師 わけべのりこフラスタジオ
安室英子さん
●親子ドローン体験教室
日時 ５月９日㈯ 13:30～15:30
場所 うみてらす北の脇２階 研修室
対象 小中学生とその保護者
参加費 無料
定員 10組
講師 Boon Drone 坂本義則さん、日亜
化学工業ドローン部 松原裕生さん
●汐風ヨガで心身ともにリフレッシュ！
日時 ５月23日㈯ 10:00～12:00
場所 北の脇海水浴場
参加費 500円
定員 15人
講師 岡田企画株式会社
●うみてらすコーヒー教室
日時 ５月23日㈯ 14:00～16:00
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
参加費 500円
定員 15人
講師 TOKUSHIMA COFFEE WORKS
●海辺のまなびや
日時 ５月24日㈰ 13:00～15:30
場所 うみてらす北の脇２階 研修室
対象 小中学生とその保護者
参加費 無料
定員 10組
講師 牟岐少年自然の家 海洋環境学習ア
ドバイザー 中島茂範さん
〈共通事項〉
申込方法 電話でお申し込みください。
（先着順）
問 スポーツ振興課（☎22－3394）へ
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