市民の情報ひろば
お 知 らせ

小松島税関支署
からのお願い
押収された不正薬物は、5
年連続で１トンを超えてお
税関イメージキャラクター
り、わが国への不正薬物
カスタム君
の流入は極めて深刻な状
況となっています。税関では、不正薬物やオリ
ンピック開催等を控え国際テロに対する取り締
りを強化しています。
不審な荷物や不審な人物、おかしいなと思っ
たら、税関密輸ダイヤル
（24時間受付）
までお
願いします。
フリーダイヤル
（許しません） シロイ
（粉） クロイ
（武器）

☎0 12 0ー4 61ー9 61

徳島県の貿易や密輸の現状等の説明や出前
講座のご要望も、お気軽にお問い合わせくだ
さい。
問 小松島税関支署 ☎0885ー32ー0326

日本将棋連盟全国支部対抗戦
徳島県大会優勝
中四国大会出場
学原会・番町学原支部

広報 あなん

西野健治
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木田英之さん写真展の開催
阿南市セニヤクラブの発行する「セニヤ」に長
年、表紙の写真提供を協力してくださった木田
英之さんの写真展を開催します。阿南市の風
景の移り変わりを写真に納めているので、ぜひ
お越しください。
期間 4月13日㈫～16日㈮
場所 ひまわり会館1階 ロビー
入場料 無料
問 阿南市セニヤクラブ連合会事務局
（阿南市社会福祉協議会内）
☎23ー7288

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。詳しくは、お問い
合わせください。
問楽
 しい英会話教室
松田 ☎090ー8284ー1743

津峯公園桜まつり

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ー4077

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、お問い合わせください。
問 日本将棋連盟普及指導員
☎090ー6888ー5686

イベント
Zoom × Wa ンダー

～おうちでサンデーイベント～

「宝石せっけんを作ろう
応用編に挑戦！」

Zoom(ズーム)ってなぁに？
というはじめての方もサポートします！
日時 4月18日㈰
①10：30～12：00 ②14：00～15：30
対象 小学生と保護者 参加費 無料
準備物 はさみ、ラップ、セロハンテープ、カッ
コロナ禍にも負けない！ 阿南に響かそう！
ターナイ
フ、工作マット
（ダンボール可）
「こどもの歌声」で 明るく楽しい家庭
※電子レンジを使用します。
阿南市コロナ対策ガイドラインを厳守し
「安全安心」な活動を行っています。
応募方法 メールにて件名と①～⑥を明記の
阿南少年少女合唱団 団員募集 !!
上、次のアドレスまでお申し込みください。
e-mail：jpyd-wonderland@broad-isp.jp
お子さまに応じた音感教育や音楽のお稽古
件名「4月18日宝石せっけん」
（理論）
も指導しています♪
①参加する保護者の名前②参加するお子さま
練習日 毎週土曜日
の名前と学年③連絡先
（電話番号）
④参加希
時間 13：30〜15：30
望時間⑤使用する端末
（PC、
タ
ブレ
ット、スマ
（各クラス1時間のレッスン）
ホのいずれか）⑥材料送付先（郵便番号、住
練習場所 ひまわり会館 21世紀室
所）
対象 3歳から高校生まで
募集人数 3密を避けるため8人以内（先着順） 定員 各回10人（先着順）
※定員になり次第、受付終了
※詳細は下記メールまたは電話にてお問い合
※詳しくは、ホームページ
（Waンダーランドで
わせください。
検索）
をご覧ください。
問 阿南少年少女合唱団マーガレットの会
申込締切日 4月4日㈰
会長（保護者会会長）
問 Jパワー＆よんでん Waンダーランド
初崎 ☎090ー7623ー0222
e-mail:mamion711＠ docomo.ne.jp
☎34ー3251

新型コロナウイルス感染症の影響により、上記の情報が変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

日時 4月3日㈯
10：00 正式参拝
10：30 阿波踊り
「藍吹雪」
10：50 捧餅競技（子ども・女子・男子の部）
12：00 阿波踊り
「藍吹雪」
※10：30～お餅をお配りします。
（先着500名様）
場所 津峯神社境内
問 津峯神社 ☎27ー0078

日時 4月10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
何か、相続の手続き、成年後見制度な
どに関する相談
問 コスモス徳島（徳島県行政書士会内）
☎088ー679ー4440
※土、日曜日は☎26ー1157

元気になろう会
毎月全国400カ所活動中 !
健康ボランティアの会

あなんで映画をみよう会
「はなちゃんのみそ汁」

阿南市 B&G 海洋センター
イベント

がんで早逝した千恵。5歳の娘と夫、家族の
日々をつづったブログをもとにしたエッセイ
「は
なちゃんのみそ汁」の映画化。
日 時 4月18日㈰
①10：30～12：28 ②13：30～15：28
場所 文化会館2階 研修室
出演 広末涼子、
滝藤賢一ほか
監督 阿久根知昭

●うみてらすハワイアンダンス教室
日時 5月1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
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
講師 わけべのりこフラスタジオ
安室英子さん
●うみてらす料理教室
日時 5月8日㈯ 10：00～12：00
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
参加費 700円 定員 10組
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
講師 崔芳さん
●うみてらすドローン体験会
日時 5月22日㈯ 10：00～12：00
場所 うみてらす北の脇2階 研修室
対象 小 中学生以上（小学生については保
護者の同伴要）
参加費 無料 定員 10組
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
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
● Zumba（ズンバ）教室
日時 5月29日㈯ 19：00～20：00
場所 うみてらす北の脇1階 艇庫
参加費 500円
申込方法 当日うみてらす北の脇にて受付
（18：30～受付）
講師 一般社団法人 NICE
●親子で体験！海辺のまなびや
（アンモナイト化石のレプリカ作り）
日時 5月30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 500円 定員 10組
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
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
問 スポーツ振興課 ☎22ー3394

入場料

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

前売り
当日
1,300円
一般・大学・専門学校生
1,000円
60歳以上
1,100円
６〜18歳および障がいのある方
−
500円
※未就学児は無料。
チケット販売場所 文化会館、情報文化セン
ター、平惣書店（センター店、羽ノ浦店、徳島
店）、中富書店、フジグラン、アピカ
問 あなんで映画をみよう会事務局
☎090ー2788ー5465

川口ダム自然エネルギーミュージアム

工作教室「紙コップター」

紙コップにひと工夫を加えると、
くるくる回りな
元気で長生きをするために、気功とツボ押しを がら飛んでいく紙コップターに変身！
通して、病気に打ち勝つ心と体を作りませんか! 日時 4月1日㈭～5日㈪、10日㈯～29日㈷
の土、日、祝日 9：30～16：30
①4月15日㈭ 14：00～15：30
場所 川口ダム自然エネルギーミュージアム
（ひまわり会館2階 生き生きルーム)
材料費 50円
②4月16日㈮ 10：00～11：30
※事前申込不要。製作時間5分程度。
（津乃峰公民館2階 談話室 )
※4月5日㈪は臨時開館します。
※毎月1回行っています。
問 川口ダム自然エネルギーミュージアム
※どちらの会場にでもお越しください。
（那賀町吉野字イヤ谷72番地1）
※動きやすい服装でお気軽にお越しください。
☎0884ー62ー2209
※物品販売および政治、思想、宗教などとは
休館日 毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）
一切関係がありません。
開館時間 9：30～16：30 入館料 無料
問 元気になろう会 海斗
URL： https://www.kre-museum.jp/
☎090ー1174ー7457

総合型地域スポーツクラブ

スポーツクラブ はーぷな長生 2021年度 会員募集

活動期間 4月1日～令和4年3月31日 申込期間 随時受付 申込方法 申込書 ( 長生公民館備え付け )、またはメールにてお申し込みください。

サークルタイプ

29

会長

5月からの新規受講生を募集します。
参加資格 年長から小学6年生（4月から）
講座日程 火、水、金曜日 16：00～16：50
土、日曜日
11：00～11：50
募集人数 各曜日若干名
受講料
月4回 幼児2,000円、小学生3,200円
月8回 幼児3,200円、小学生5,600円
申込方法 4月6日㈫～11日㈰の間にサンア
リーナ温水プール受付にて申請書を記入し、提
出してください。
※申込多数の場合は抽選の上、後日連絡。
受付時間 11：30～19：00（休館：月曜日）
問 サンアリーナ温水プール
☎22ー8733

合気道教室
練習生募集

)（自由に仲間と活動）

学原会

こども水泳講座受講生募集

公
( 認指導者による指導

徳島県大会・中四国大会代表メンバー
大将 原田慎也
（福井町、日本将棋連盟普及指導員）
中堅 橋本敏幸（那賀川町）
先行 西野純二（横見町）
3氏の戦闘能力は抜群にて、強豪を軽く仕留
め徳島県代表へ、次は西日本代表をめざし、
岡山市の山陽新聞社本社にて戦います。
「将
棋の町阿南」の名を馳せるように頑張ります。

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28日㈬です。

メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

スクールタイプ

去る2月14日
徳島県代表
戦が行われ、
「将 棋の町・
阿南」を掲げ
日本 将 棋 連
盟に入会し、
まだ1年経た
女流棋士をめざす
ない 番 町 学
高原早知乃さん
（横見小３年）
原支部が初
出場初優勝を果たしました。支部の母体は学
原会
（会長 西野健治、横見町）
5部門
（詳細
省略）
で構成、各分野のスペシャリストを集め、
総勢44人で活動しています。その一部門の将
棋部は、支部長に原田慎也氏、師範補佐に
小学生名人戦等、過去3回全国代表になった
耒代輪くん
（12歳）
が務めています。特に島根
県出身で、女流プロ棋士 里見咲紀さんを招
いた懇親会を開催。初来県もあって阿波踊り
には大変興味を持たれていました。また里見
さんは地の魚介類のグルメを堪能され、阿南
市に大変親しみを持っていただいています。

市民の情報ひろばへの掲載について
市民の皆さまや各種団体から寄せられた情報です。

プログラム名
ジュニアスポーツ教室

対 象
小学生から高校生
3 歳児から
キッズスポーツ教室
小学 2 年生
小学 3 年生以上
バドミントン教室
どなたでも
ジュニアバレーボール教室 小学生
体幹エクササイズ
どなたでも
卓球
どなたでも
バレーボール
中学生以上どなたでも
小学 4 年生以上
バドミントン
どなたでも
カローリング・ボッチャ どなたでも

年会費

区分
新 規
継 続

1歳以上 小・中学生
1,800円 2,300円
1,300円 1,800円

高校生
3,850円
3,350円

日 時
毎週土曜日 14：30～16：00

活動費（月額）
500 円
1,000 円
毎週土曜日 16：20～17：20
または 1 回 300 円
長生小学校体育館
1,000 円
毎週土曜日 17：30～19：15
こども 500 円
毎週火・木曜日 17：00～18：30
500 円
毎月第1・第3木曜日 20：00～21：30 長生公民館
1,000 円
毎週日曜日 9：00～12：00
500 円
毎週火曜日 20：00～22：00
1,000 円
長生小学校体育館
1,000 円
毎週木曜日 20：00～22：00
または 1 回 400 円
毎月第1・第3土曜日 10：00～12：00
1 回 300 円

大人
65歳以上
4,350円 3,700円
3,850円 3,200円

※スポーツ安全保険料（中学生以下800円、高校生・大人1,850円、65歳以上1,200円）が含まれています。

場

所

問い合わせ スポーツクラブ はーぷな長生事務局
秋本 ☎090-3460-3409
e-mail：nagaikesc@gmail.com

広報

あなん 2021.04
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