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サンアリーナ温水プールこども講座受講生募集  
4月からの新規受講生募集に伴い、受付を下記のとおり実施します。
参加資格　年中～中学生（4月から）
募集クラス　⑴年中～年長　水、金曜日　14：50～15：40

⑵就学前年長～小学生　火～金曜日　16：00～16：50
⑶小学生～中学生　火～金曜日　17：30～18：20
⑷小学5年生～中学生　火、木曜日　18：30～19：20

参加費　［月4回］ 4,400円　［月8回］ 6,600円
申込方法　 3月15日㈫から31日㈭までの期間に、サンアリーナ温水プール窓口にて受付を行い

ます。各クラスにより募集定員が異なりますのでご注意ください。
※土、日曜日クラスはキャンセル待ちとなります。
受付時間　11：00～17：30（月曜日は休館）
問  サンアリーナ温水プール　☎22－8733

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。

お知らせ
海上保安庁職員募集

（採用試験のご案内）
◦海上保安学校学生採用試験（特別）
　－高等学校卒業程度－
　※ 一般的な海上保安官として海上保安業

務に従事します。（一般職）
◦海上保安官採用試験
　－大学卒業程度－
　※ 幹部海上保安官として海上保安業務に

従事します。（幹部職）
受付期間　一般職　3月18日㈮～25日㈮

幹部職　3月18日㈮～4月4日㈪
申込方法　 インターネットにより行ってくださ

い。
※ インターネット環境（原則パソコン）および　

プリンターが必要になります。

問  徳島海上保安部管理課（担当：足立）
　 ☎0885－33－2246

阿南警察署からのお知らせ
送り付け商法の被害防止について
悪質業者による健康食品等の送り付け事案が
発生しているため、以下の点に注意してくださ
い。
◦ 注文した覚えのない商品の送り付けに関す

る電話があっても、きっぱりと断ってください。
◦ もし自宅に商品が配達されても受取拒否し

ましょう。
また、このようなことがあれば警察に相談してく
ださい。

問  阿南警察署　☎22－0110

若者の「働く」を応援します
とくしま地域若者サポートステーションは、厚生
労働省より委託を受け、働くことを希望してい
る15～49歳の若者無業者等およびその家族
を対象とした就労支援機関です。
個別相談や、就労に向けた各種講座、職業適
性検査等の実施、また職場見学や職場実習
を行っています。

●ハローワーク阿南で出張相談会を
　開催します
日時　3月11日㈮　13：30～16：00
場所　ハローワーク阿南　会議室
※事前予約制

問  とくしま地域若者サポートステーション
　 ☎088－602－0553

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。　５月号の締め切りは３月31日㈭です。　
メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

自動車事故の被害に遭われた方へ
●介護料の支給
自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部
臓器を損傷し重度の後遺障害が残り、日常生
活動作において常時または随時の介護が必
要な方に介護料を支給しています。
月額　36,500円～211,530円

●無利子の生活資金貸付
自動車事故が原因で、保護者が亡くなられた
り、重度の後遺障害を残すこととなったご家庭

（生活困窮家庭）の中学校卒業までのお子さま
に、生活資金の無利子貸付を行っています。
一時金（初回のみ）　155,000円
月額（選択制）　10,000円または20,000円
入学支度金（小中学校入学時）　44,000円

●療護施設の設置・運営
自動車事故により脳に損傷をおった重度後遺
障害者（遷延性意識障害者）のための専門病
院（療護施設）を設置、運営しています。中四
国地区では岡山市に「岡山療護センター」が
あります。

問 独立行政法人自動車事故対策機構
　 徳島支所　☎088－631－7799

シニア世代の再就職に関する
相談窓口開催のご案内 

毎月1回、「ハローワーク阿南」に特設窓口を設
け、シニア世代の再就職や就業に向けた面接
相談を行っています。
日時　3月17日㈭　10：00～15：00
　　　（相談時間は30分程度）
場所　ハローワーク阿南
対象者　55歳以上の求職者
参加費　無料
※事前に予約が必要です。
※ 新型コロナウイルス感染症対策等のため、開

催できない場合もあります。

問  徳島県生涯現役促進地域連携事業推進
協議会　事務局　☎088－676－4421

スポーツ安全保険に
加入しませんか 

スポーツ安全保険は、スポーツ活動、文化活
動、レクリエーション活動、ボランティア活動、
地域活動を行う4人以上の団体が加入でき、
万が一の事故に対する備えとなります。
掛金や補償内容など、詳しくは
スポーツ安全協会
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  公益財団法人スポーツ安全協会
　 徳島県支部　☎088－684－3660

〔徳島県委託事業〕
徳島県福祉人材センターアイネット

福祉のお仕事相談  
福祉のお仕事を探している方、興味がある方！
就職や転職活動のこと、福祉の資格取得など
について、相談を受け付けています!!
とくしまの福祉就活Web版
アイネットでは、福祉施設・事業所との貴重な

「出会い」の場として高齢・障がい・児童などの
事業所の皆さんのご協力のもと職場の雰囲
気、お仕事の魅力などをお伝えする動画を配
信しています。
問  徳島県社会福祉協議会
　 徳島県福祉人材センター
　 アイネット
　 ☎088－625－2040
e-mail:ainet@tokushakyo.jp
https://ainet-tokushima.jp

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」

（日本政策金融公庫）がサポート！
「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修
学校、各種学校や外国の高校、大学等に入
学・在学するお子さまをお持ちのご家庭を対象
とした公的な融資制度です。
融資額　お子さま1人につき350万円以内
金利　年1.65％
※母子家庭の方などは年1.25％
　（令和3年11月1日現在）
返済期間　 15年以内（母子家庭の方などは

18年以内）
ホームページ 「国の教育ローン」で検索
問  教育ローンコールセンター
　 ☎0570－008656（ナビダイヤル）
　 または　☎03－5321－8656

募　集
毎月全国400カ所で開催中！

健康ボランティアの会
元気になろう会

今の日本の現状は、100人のうち70人が病気
で亡くなっています。元気で長生きをするため
に気功とツボ押しを通して病気に打ち勝つ心
と体を作りませんか。毎月行っています。動き
やすい服装で、お気軽にお越しください。
日時　3月13日㈰、24日㈭、
　　　4月3日㈰、28日㈭
　　　14：00～15：30
場所　ひまわり会館3階　くつろぎの間
参加費　無料
※ 物品販売および政治、思想、宗教などとは

一切関係がありません。
問  元気になろう会　海斗
　 ☎090－1174－7457

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　5月9日㈪～10月27日㈭
募集期間　2月28日㈪～3月30日㈬

▶溶接加工科
訓練期間　6月1日㈬～11月25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。
▶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㈮
募集期間　3月30日㈬～4月28日㈭

＜共通事項＞
対象者　 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
　 ※平日9：00～17：00

阿南こども将棋教室
初心者歓迎します。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。論理的思考や礼儀
作法が身に付きます。どうぶつ将棋もできます。
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もお気軽にお問い
合わせください。）

※ 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
　 ☎090－6888－5686

日本将棋連盟
那賀川支部
会員募集 

ひまわり会館で将棋好きの仲間と楽しく将棋を
指しています。将棋を通して楽しく交流ができ
ればと思っています。
車いす、足が不自由な方の参加も可能です。
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。初心者歓
迎します。駒の動かし方、ルールを指導します。
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。
問  日本将棋連盟那賀川支部
　 ☎090－6888－5686

硬式テニス　初心者講習会
参加者募集  

日程　4月9日㈯～10月29日㈯
　　　毎週土曜日　19：00～21：00
　　　(計27回)
場所　羽ノ浦町健康スポーツランド
　　　テニスコート
対象・定員　初心者(初級)の方・20人
参加費　10,000円 (65歳以上9,350円)
　　　　(会費・保険・ボール・コート代含む)
※ 当日、直接会場までご持参ください。未受講

の場合、別途規定にて10月清算。
※貸しラケット有
募集期間　3月1日㈫～
申込方法　 メール、ラインで、住所、氏名、生

年月日（西暦）、連絡先を記入希
望。

e-mail:Terumaruy63MALU@outlook.jp
※グループライン登録の方は氏名のみ
問  羽ノ浦スポーツ協会テニス部
　 丸岡照美　☎090－4970－7845

スポンジテニス「輝☆」ＳＴＣ
　　　　参加者募集 

花冷の3月ですが、寒さを吹き飛ばしスポンジ
テニスしませんか。スポンジテニスとはスポンジ
のボール、ミニラケットでバドミントンコートを使
い行うテニスです。スポンジボール使用で安全
でシニア、初心者、スポーツ経験者の方等幅広
く楽しめます。未経験の方はラケットの握り方
から優しく指導します。運動不足解消に体育
館へ来てみてください。
帰りにはきっと笑顔でまた参加しようと思いま
すよ!!メンバー一同お待ちしています。
日程　隔週木曜日　14：00～16：00
場所　羽ノ浦町春日野体育館
　　　（徳島大正銀行隣）
持参物　体育館シューズ、タオル、飲料水など。
　　　　貸しラケットあります。
参加費　1回300円
申込方法　 直接お電話ください。折り返し連

絡します。
問  輝☆STC　 代表　馬見志加子　
　 ☎090－1322－6202

試験
  種類

項目

ホームページ

予備自衛官補
（普段は社会人や学生、しかし、いざという時

には自衛官として社会に貢献するコース）

自衛官候補生
（任期制自衛官

のコース）

応募資格
技能公募
18歳以上で保有する技能に応じ
53～54歳未満（資格については
お問い合わせください。）

一般公募
18歳以上
34歳未満

18歳以上
33歳未満
の男女

受付期間 4月８日㈮まで 現在受付中

試 験 日 4月11日㈪～17日㈰
（いずれか1日を指定させていただきます。）

受付時お知らせ
します。

試験場所 志願時にお知らせします。　　　     徳島航空基地（松茂町）

問い合わせ　自衛隊阿南地域事務所　☎22－6981

徳島海上保安部ホームページ
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市民の情報ひろば
イベント

阿南市おはなしボランティア
ネットワーク勉強会 

日時　3月12日㈯　10：10～12：00
場所　那賀川図書館　視聴覚室
内容　�おはなし会にエプロンシアターを使って

みよう
※どなたでも参加できます。
※参加費無料、申込不要
問��阿南市おはなしボランティアネットワーク
　�佐々木　☎090－8975－4986

おさかな広場
鮮魚の日曜市において初のドライブスルーを取
り入れた市場を開催します。新鮮なお魚や干
物等を販売します。
先日、東日本大震災で津波の被害に遭われた
宮城県気仙沼の方 と々交流会を行い、今回の
日曜市において「産地直送！東北の銀鮭」等
を販売します。子どもから大人まで楽しめる日
曜市となっていますので、ぜひお越しください。
日時　4月10日㈰　8：00～12：00
場所　脇田水産有限会社（支社）
　　　（中林町蛭子浜1番地）
問��四国東南地域水産加工業
　�イノベーションプラン協議会
　�四宮　☎090－3461－8763

川口ダム自然エネルギーミュージアム
工作教室「MY☆缶バッジ」

ミュージアムの人気工作！自分だけの缶バッジ
を作ろう。缶バッジにしたい写真などをお持ち
いただいてもOK！(ホームページまたは電話
にて用紙のサイズや厚みをご確認ください。)
開催日　�3月5日㈯～21日㈷の期間の土、日、

祝日と3月25日㈮～31日㈭
　　　　9：30～16：30
場所　川口ダム自然エネルギーミュージアム
材料費　50円
※予約不要
※�先着順に1組ずつ行います。製作時間5分
程度。
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/

淡島祭中止のお知らせ
毎年3月に開催している淡島祭について、新型
コロナウイルスの感染が拡大している状況に鑑
み、昨年に引き続き、一般公開を中止すること
としました。ご理解のほどよろしくお願いします。

問��淡島学園　☎22－0379

お酒に関する相談・例会
お酒は一人ではやめられません。
やめるにはお酒に関する理解と仲間が必要で
す。一度、相談・例会の見学に来てみません
か？
日時・場所
3月9日㈬　18：00～20：00　羽ノ浦公民館
3月11日㈮　18：30～20：30　ひまわり会館
3月25日㈮　18：30～20：30　ひまわり会館
例会の内容　今月のテーマ「継続は力なり」
※�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
　�☎088－641－0737

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　3月11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

第11回阿南出雲フェスティバル
日時　3月27日㈰　13：00～16：00
場所　阿南市商工業振興センター2階
　　　（富岡町今福寺34番地4　JR阿南駅
　　　隣接）
内容
▶記念講演「その山に丹あり」
　阿南市文化振興課　文化財係長
　向井公紀さん
▶研究発表　　��
　阿波古事記研究会　会長
　立石量彦さん
　阿波古事記研究会　副会長
　三村隆範さん
　邪馬壹国研究会　会長
　土佐野治茂さん
参加費　500円
※マスクの着用をお願いします。
問��阿南市商工業振興センター
　�☎24－3232

ホームページ

第12回防災啓発標語・ポスター
コンクール　優秀作品の展示 

市内小、中学校に呼び掛けて「防災啓発標
語・ポスターコンクール」を実施しました。優秀
作品（標語51点、ポスター44点）を展示します。
日時　3月3日㈭～31日㈭
　　　8：30～17：00
※3日は12：00から、31日は15：00まで
場所　ひまわり会館１階　ロビー
問��阿南南ロータリークラブ事務局
　�（ホテル龍宮内）　☎27－2027

阿南ファミリー・サポート・センター
●子育て相談会
　（助産師さんのお話とはらぺこ足形アート）
助産師さんをお招きして、ためになるお話を聞
いたあと、はらぺこあおむしの足形アートの作
品を作りましょう。

日時　3月9日㈬　10：00～11：30
場所　ひまわり会館1階　すこやかルーム
参加費　無料
定員　15組（先着順）
※要申込

●ウエルカム阿南交流会
転入者のための交流会です。お友だち作りや
地域の情報交換など、保健師さんも来てくれて
計測や相談に応じてくれます。妊婦さんも歓
迎！
日時　3月23日㈬�10：00～11：30
場所　ひまわり会館1階　すこやかルーム

●�新学期に伴い、お子さまの送迎や保育のサ
ポートが必要かもと思われる方は早めの登
録をされると安心です。
※登録料無料

●�事務所開所時間中は、ゆずり受けた子ども
用品を必要な方がお持ち帰りできる子育て
用品リユースコーナー「おゆずりタウン」をど
なたでもご利用できます。（引き取りは在庫
いっぱいのため中止しています。）

●LINE公式アカウントを開設しました。
　「友達追加」画面から2次元
　�コードを読み取ると、おゆず
りタウン☆阿南ファミサポの
友達登録ができます。
　�阿南ファミサポのお知らせや
おゆずりタウンの情報を発信しています。ご
登録お待ちしています。

●�ファミサポは在宅育児応援クーポンが利用
できます。詳しくはお問い合わせください。
問��阿南ファミリー・サポート・センター
　�☎24－5550

プログラム名 活　動　日　時 コ ー ス・ 活 動 費（ 月 額 ） 定 員
ジュニア男子バレーボール 火・金（週2程度）  ※18：30～20：00 900円 25人程度




