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お知らせ
阿南市観光地引網を
開設しました 

期間　10月上旬まで
場所　北の脇海岸北側
必要人数　30人以上から申込可能
収容人数　要相談（３密にならない程度）
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ー0509・FAX22ー0843
　�※受付8：30～15：30

募　集
県立南部テクノスクール

受講生募集 �

訓練科　IT技能科1
内容　ワード、エクセル、パワーポイント等
定員　15人（母子家庭の母等の1人を含む）
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方
訓練期間　6月8日㈫～9月7日㈫

※日曜日、祝日、お盆は休校日
訓練時間　9：00～15：50
訓練場所　四国進学会　阿南校
受講料　無料（テキスト代は自己負担）
申込締切日　5月11日㈫
申込先　�ハローワーク阿南
問��ハローワーク阿南　☎22ー2016
　�または南部テクノスクール　☎26ー0250

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、詳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ー6888ー5686�

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〉
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。
▶CAD機械科
▶住環境計画科
訓練期間　7月1日㈭～令和4年1月28日㈮
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）
募集期間　5月28日㈮まで
問��ポリテクセンター徳島
　�☎088ー654ー5102
　�※平日9：00～17：00

JICA海外協力隊募集
世界もあなたも、可能性に満ちている。 
世界約70カ国、計画・行政、公共・公益事業、
農林水産、鉱工業、エネルギー、商業・観光、
人的資源、保健・医療、社会福祉の9分野、
約120職種の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 と々協働しながら、人づく
り、国づくりに協力します。
なお、2019年春募集よりボランティア制度が大
きく変更されていますので、詳しくはウェブ上で
ご確認ください。
募集期間　5月20日㈭～6月30日㈬　

日本時間　正午締切
※ウェブ応募となります。

応募資格　�生年月日が1951年7月2日から
2001年4月2日までの日本国籍を
持つ方

※�一般案件の一部の要請は45歳以下の方
（生年月日が1975年7月2日以降の方）が対
象です。
※�詳しくは、JICA海外協力隊ウェブサイトをご
参照ください。
　https://www.jica.go.jp/volunteer/
問��JICA四国　☎087ー821ー8825
　�※平日9：30～17：30

全国一斉まちゼミ
第１３回〝阿南まちゼミ〟
参加店募集！ 
阿南まちゼミ説明会を
開催します！（事業主向け） 
まちゼミとは、店主が講師となってプロならでは
のコツや専門知識を、お客さまに受講料無料
でお伝えする、少人数制のミニ講座です。
現在、小売業・美容業・飲食業・学習塾・自動
車販売業・建設業等約50社の業種の皆さま
が、「まちゼミ」を開催して、顧客目線の発見や
経営改善につながっています。今年はコロナ禍
でも、全国の開催地域と連携し、一斉に同じ
時期（９～11月を含む）に「まちゼミ」を開催し
ます。元気な個店と元気な阿南市を取り戻しま
しょう。
開催日　5月28日㈮
　　　　1部　14：00～15：30
　　　　2部　19：00～20：30
場所　商工業振興センター2階
まちゼミ開催期間　7月29日㈭～9月5日㈰
問��阿南商工会議所　☎22ー2301

お酒に関する相談・例会 
お酒をやめるには理解と仲間が必要です。
一度、相談・例会に来てみませんか。
日程　▶5月12日㈬　18：30～20：30
　　　　羽ノ浦地域交流センター

▶5月14日㈮　18：30～20：30
　ひまわり会館
▶5月28日㈮　18：30～20：30
　ひまわり会館

例会の内容　今月のテーマ「過去を語ろう」
※県内他会場でも実施しています。
　下記へお問い合わせください。
問��NPO法人　徳島県断酒会事務局　
　�☎088ー641ー0737

阿南高専公開講座
「これからはじめるAI による

画像分類プログラミング」 
AIの概要について説明後、実際にサンプルプ
ログラムを通じて画像を認識し、推論する方法
をお教えします。はじめてAIプログラミングを
する方向けの講座です。
日時　6月12日㈯　13：00～17：00
場所　阿南高専
対象・定員　�プログラミングの基礎的な知識

がある方・6人
受講料　2,200�円
申込方法　5月10日㈪～21日㈮の期間にメ
ール（kikaku@anan-nct.ac.jp）でお申し込み
ください。
※�詳しくは、阿南高専ホームページでご確認く
ださい。
問��阿南工業高等専門学校総務課企画情報係
　�☎23ー7215　
　�※平日9：00～16：00

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

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。

イベント
伊島ササユリ祭り２０２１�

期間　5月29日㈯～6月6日㈰
場所　伊島町
イベント内容　※事前予約が必要
▶トレッキング▶島めぐり（周遊船）▶物品販売
（サザエ飯、ササユリTシャツ等）
※�ササユリの開花状況は、フェイスブック「伊島
ささゆり保全の会」で確認できます。
※�新型コロナウイルス感染拡大の状況等によ
り中止になる場合があります。
※�事前予約制です。お電話またはメールでお
問い合わせください。
問�伊島町会　川西　
　�☎090ー8698ー8482
　�e-mail:harira-1230@hotmail.co.jp
　�波のり伊島協議会ホームページ
　�naminori-ishima.jp

阿千田峠から立江寺まで歩こう 
（約10km）

開催日　5月29日㈯　※小雨決行
内容　�10：30コスモホール第2駐車場集合～

阿千田峠を越え～西春日野へ～立江
寺～春日野団地～15:30頃コスモホー
ルで解散

※当日受付です。
参加費　300円
駐車場所　県道付近から案内します。
問��阿南歩こう会　新川
　�☎22ー3188

川口ダム自然エネルギーミュージアム 
工作教室「石けんデコパージュ」�

紙ナプキンなどを使って、石けんをおしゃれに
飾り付け。大人のみの参加も歓迎です。
開催日　�5月8日㈯～30日㈰の期間の土、日

曜日
時間　①11：00～　②14：00～
場所　相生ふるさと交流館
材料費　400円
定員　各回5組(1組5人以内)
申込締切日　5月1日㈯
※�締切日以降も、空き状況により受付可能で
す。希望日の前日までにお問い合わせくださ
い。
問�川口ダム自然エネルギーミュージアム
　�（那賀町吉野字イヤ谷72番地1）
　�☎0884ー62ー2209
休館日　毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
開館時間　9：30～16：30　入館料　無料
URL:�https://www.kre-museum.jp/

保育士による
ベビーマッサージ教室�

ママのお悩み解決！便秘や
夜泣きに効果的です！おうちでできる手順シー
ト＆プチオイルをプレゼントします♪　
日時　①�5月7日㈮　10：30～11：30

②�5月12日㈬　10：30～11：30
場所　ラヴォワール
　　　(向原町天羽畭115番地1)
内容　お腹すっきり夜ぐっすりべビマ
対象　生後2カ月～1歳頃の赤ちゃんとママ
参加費　1回1,500円　
※要予約　
問�ベビーマッサージ＆スキンケア教室
　�PLUS�BABY
　�玉置　☎090ー2895ー0224

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　5月10日㈪、23日㈰　10：00～11：30
場所　夢ホール（文化会館）�工芸室
参加費��1,000円（用具貸出費含む）
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ー5278ー9359

フリースペースチャレンジ
とくしま芸術祭2021　巡回展 �

1月に県立近代美術館で開催されたイベント
「フリースペースチャレンジとくしま芸術祭2021」
の巡回展を文化会館で行います。
美術作品の「展示部門」と音楽やダンスの「パ
フォーマンス部門」の2部門を開催します。
●展示部門　10作品　
期間　5月15日㈯～22日㈯（水曜日休館）
時間　9：00～17：00（最終日は16：00まで）

●パフォーマンス部門　6組　
日時　5月22日㈯　13：00開演

場所　夢ホール（文化会館）
入場料　無料
問��文化会館　☎21ー0808

     じんぞう教室 �

じんぞう病が心配な方、じんぞう病に
関心がある方、ぜひご参加ください！
日時　5月28日㈮　14：00～
場所　阿南川島クリニック1階
　　　（羽ノ浦町岩脇神代地80番1）
内容　14：00～　�医師・看護師・管理栄養士

のはなし
　　　15：00～　栄養相談
　　　　　　　　（要申込・先着4人）
参加費　無料
申込締切日　5月26日㈬
問��阿南川島クリニック　☎44ー6556

阿南市B&G海洋センターイベント �

●うみてらす紅茶教室
日時　6月5日㈯　10：00～12：00
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
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　株式会社TeaParty　前川達也さん

●うみてらすハワイアンダンス教室
日時　6月12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

●親子で体験！海辺のまなびや
日時　6月13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

●うみてらすドローン体験会
日時　6月19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

護者の同伴が必要）
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�

●メチャめちゃ楽しい♪
　Zumba（ズンバ）教室
日時　6月26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

問�スポーツ振興課　☎22ー3394




