市民の情報ひろば
お 知 らせ

「藍花」俳句会阿南支部会員募集

献血にご協力ください
（９月）
実施日

採血場所

住

所

採血時間

株式会社
大 潟 町 10：00〜11：00
７日㈫
シャイネックス
23日㈷

キョーエイ
羽ノ浦店

羽ノ浦町 13：30〜16：30

※400㎖献血のみの実施です。
問 徳島県赤十字血液センター
☎088ー631ー3200

募

集

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）
▶ CAD 機械科
▶住環境計画科
訓練期間 11月1日㈪～令和4年4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 9月3日㈮～10月1日㈮
問 ポリテクセンター徳島
☎088ー654ー5102
※平日9：00～17：00

トライアル介護職員募集
住み慣れた地域の介護施設で働いてみま
せんか。まずは2カ月間のトライアル雇用か
らスタート！
介護施設において、介護業務等を行う職員を
募集します。短時間勤務・無資格・未経験で
も可。
対象 原則60歳未満の方
トライアル期間 雇用開始日から2カ月間（施
設と相談後、継続雇用あり）
時給 850円 ( 期間終了後継続雇用となった
場合、各施設の賃金体系に基づき支
給）
●近隣の対象施設
介護老人保健施設 阿南名月苑
（上中町南島325番地1 ☎22－2210)
※参加方法や詳しい事業内容については、徳
島県社会福祉協議会ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。
問 徳島県社会福祉協議会
☎088－625－2040
ホームページはこちらから→
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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。

一緒に俳句をしませんか。
日時 毎月第2日曜日 13：00～15：30位
場所 津乃峰町総合センター2階 会議室
※どなたでも歓迎です。
問「藍花」谷中隆子
☎088ー665ー5969

スポーツウエルネス吹矢の体験会
スポーツウエルネス吹矢は、誰でも・手軽に・楽
しみながら始められ、健康効果もあります。次
のとおり体験会を計画しましたので、始めませ
んか。
日 時 9月13日㈪ 10：00～12：00
※8：00の段階で阿南市に大雨、洪水、暴風
のいずれかの警報が発表されている場合は
中止。
場所 新野公民館
参加費 200円（マウスピース代）
※当日使用する用具は準備します。
申込方法 用 具の準備の都合がありますの
で、事前に電話でお申し込みくだ
さい。
問 本木 ☎090ー2893ー4452

フォークダンスを楽しみませんか
世界のいろいろな国のやさしいフォークダンス
をみんなで楽しく踊っています。一緒に踊って
みませんか。
日 程 毎月第2、第4土曜日
13：30～15：00
場所 那賀川公民館 平島分館2階ホール
（平島小学校近く）
対象 どなたでも
参加費 1回200円
服装 動きやすい服装
持参物 上靴のような室内シューズ、飲み物
※申込不要。直接会場へお越しください。
問 土肥 ☎22ー6808

将棋教室
会員募集
阿南こども将棋教室
日程 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）
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

親子和太鼓
体験教室
参加者募集

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。 11月号の締め切りは9月30日㈭です。

メールアドレス hisho@anan.i-tokushima.jp

徳島ワンデーウオーク
「富岡の街を歩く」参加者募集

ストレス発散、運
動不足解消に！
和太鼓の響き、轟
を感じてみません
か。
日 時 9月3日 ㈮
19：00〜
約1時間程度
場所 宝田公民館2階 ホール
対象 5歳〜小学6年生の子どもと保護者
募集人数 5組10人程度
（電話受付先着順）
持参物 飲み物、上履き
※練習中もマスク着用をお願いします。
問 あなん子ども太鼓保護者会 堺
☎090－3182－8502

イベント
川口ダム自然エネルギーミュージアム

日時 9月11日㈯ 10：10～12：00
「郷町」富岡の歴史を探索しましょう。
場所 那賀川図書館 視聴覚室
開催日 9月26日㈰ ※警報時以外は実施
内容 「大型絵本を読んでみよう」
集合 9：30 JR 阿南駅前（公園）
多人数への読み聞かせを、大型絵本
コース
を使って楽しむ方法や実践について
▶5㎞は浄土寺・御本陣・牛岐城跡
▶10㎞は5㎞コースの後、王子山古墳
（昼食） 参加費 無料 ※申込不要
問 佐々木 ☎090ー8975ー4986
〜阿南公園〜阿南駅
参加費 600円（会員300円）
持参物 マスク、飲み物、健康保険証、雨具、
10㎞コースのみ弁当
遺言・相続・成年後見制度
主催 NPO 法人徳島県ウオーキング協会
無料相談会
問 株木 ☎090ー7145ー2369
日時 9月11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
ジャズ＆フラ
何か、相続の手続き、成年後見制度な
夢のダンスコンサート
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

【要申込】
秋の特別サイエンスショー
「水の色変わり実験」

不思議な液体を使うと、一瞬で色が変化する！
目が離せないカラフルなサイエンスショーをお
届けします。
日 時 9月18日㈯
①11：00～ ②14：00～
(1日2回開催 )
場所 相生ふるさと交流館
( 相生森林美術館の隣 )
参加費 無料
定員 各回8組 (1組5人以下 )
※申込多数の場合は抽選
申込方法 電話でお申し込みください。
申込締切日 9月11日㈯
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）
☎0884－62－2209
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/

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ため、楽しく一緒に運動
しましょう。
日 時 9月18日㈯、25日㈯
10：00～11：30
場所 夢ホール
（文化会館） 工芸室
定員 5人（先着順）
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 ☎090－5278－9359

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。

阿南市おはなしボランティア
ネットワーク定例勉強会

お酒で悩んでいませんか
一度、相談・例会の見学に
来てみませんか
ハーラウ・ナニ・アイカネアナン
（フラ）
によるダン
スの発表会を開催します。
※ケイキ
（子供）
フラの募集もしています。
日時 9月26日㈰ 13：00～（12：30開場）
場所 夢ホール
（文化会館）
※入場無料
問 浦田晴子 ☎090ー2780ー2536

歌のワークショップ
楽に声が出せ
るようになる、
ま
すます歌が好き
になる2時間。
日時
10月2日㈯
13：30～
15：30
場所
夢ホール
（文化会館）
講師
山中雅博
（テノール）、
増田敏子（ピアノ）
定員 60人
対象 中学生以上
参加費 1,000円
申込方法
◦ウェブ 9月2日㈭ 10：00～
◦電 話 9月3日㈮ 10：00～
問 NPO 法人夢ホール市民協議会
夢つくりあなん ☎23ー5599

阿南市内の例会・相談会
日程 各日18：30～20：30
9月8日㈬
羽ノ浦地域交流センター
9月10日㈮ ひまわり会館
9月24日㈮ ひまわり会館
今月のテーマ 断酒の喜び
問 NPO 法人徳島県断酒会
事務局
☎088ー641ー0737

保育士による
ベビーマッサージ教室

お肌のふれあいで赤ちゃんもママもリラックス
できます♪おうちでできる手順シートプレゼン
ト♪
日時 9月8日㈬ 10：30～11：30
場所 ラヴォワール ( 向原町天羽畭115-1)
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
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

阿南市 B&G 海洋センター
10月のイベント
●うみてらすお菓子づくり教室
日時 10月2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 手作りパン＆お菓子教室 ‘aiko’
上家愛子さん
●親子で体験！海辺のまなびや
（植物プランクトンの採集・観察・実験）
日時 10月10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
●うみてらすハワイアンダンス教室
日時 10月16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
●うみてらすドローン体験会
日時 10月23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
●うみてらすギター教室
日時 10月30日㈯ 13：00～15：00
場所 うみてらす北の脇２階 研修室
参加費 500円
定員 10人
申込方法 電話での申し込み
（先着順）
講師 楠本宏志さん
●メチャめちゃ楽しい♪Ｚｕｍｂａ
（ズンバ）
教室
日時 10月30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より受付）
講師 一般社団法人 NICE
問 スポーツ振興課

☎22－3394
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