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お知らせ
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の開催
日時　4月8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

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　4月21日㈭、5月19日㈭、6月16日㈭

10：30～15：00
（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。
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

福井川洪水対応演習（福井ダムから
の警報・連絡訓練）の実施

福井川で大規模な洪水を想定した洪水対応
演習を実施します。演習内で、サイレンの吹鳴
が行われますが、訓練放送ですのでお間違い
のないようご注意ください。地域の皆さまは、サ
イレンの吹鳴音をご確認いただくとともに、洪
水時における対応について再確認していただ
きますようお願いします。
日程　4月26日㈫
吹鳴予定時刻　11：40予定
※ 訓練の都合により変更することがあります。
（訓練時間　9：20～14：00）

場所　 福井川流域（サイレンの吹鳴箇所：鉦
打、中蓮、馬路、羽広、実用、大西）

サイレンの吹鳴が行われるときは…？
◦ 放流を行い、下流に急激な水位の上昇が生

じると予測されるとき
◦ 水位が非常用洪水吐を超えると予想される

とき
吹鳴方法　 吹鳴20秒、休み10秒、吹鳴20

秒、休み10秒、吹鳴20秒
問  徳島県県土整備部水管理政策課水害対

策室　☎088－621－2661

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。　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

献血にご協力ください（４月）

実施日 採血場所 住  所 採血時間

10日㈰ キョーエイ
羽ノ浦店 羽ノ浦町 14：00〜16：30

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

阿南警察署からのお知らせ 
マイナンバーに関する詐欺の被害防止
マイナンバー制度について、公的機関が電話
等で個人情報に関する質問をすることは絶対
にありません。
以下の点に注意してください。
◦ マイナンバーに関することは他人に教えな

い。
◦ お金を要求されても払わない。
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

募　集
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人以上から申し込み可能
収容人数　要相談（3密にならない程度）
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
　 ※受付8：30～15：30

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
　 ☎090－6888－5686

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1回　14：00～15：30
場所　ひまわり会館
※詳しくは、お問い合わせください。
問  楽しい英会話教室　須賀
　 ☎080－6382－3228

石積み学校受講生
募集
コロナ禍の猛威のため
4月に延期しました

羽ノ浦町の阿千田峠古道を徳島古来の空石
積みの方法で修復します。農地の伝統的石積
み技術を持続可能な工法として全国で活躍さ
れている金子玲大さんに直接指導していただ
きます。石積みの修復技術を学びたい方、地
域の遺産を保全する取組に協力してくださる
方等、多くの方の応募をお待ちしています。
日時　4月16日㈯、17日㈰
　　　各日　9：00～16：00くらい
場所　阿千田峠（羽ノ浦町岩脇猪ノ谷）
講師　金子玲大さん
募集人数　15～20人（先着順）
参加費　5,000円（2日間／回）
申込方法　 4月10日㈰までに氏名、年齢、住

所、連絡先、石積み学校参加実
績有り無しを下記メールまたは電
話で森口までご応募ください。
e-mail：GFF00522@nifty.com

問  森口　☎080－3167－8406

イベント
阿南高専公開講座

●「3Dプリンタでものづくり～オリジナルベイ
　ブレードを作って戦おう！～」
3DCADでベイブレードを設計し、3Dプリンタ
を使ってオリジナルのベイブレードを製作します。
日時　4月29日㈷
　　　9：00～12：00
対象　小学4～6年生　
定員　6人　参加料　200円
申込締切日　4月15日㈮
●「技能検定　機械検査3級　対策講座」
技能検定の合格をめざし、製作等作業試験に
ついて対策講座を行うとともに、学科試験につ
いての勉強方法も紹介します。
日時　5月15日㈰　9：00～13：00
対象　高校生以上の学生、一般の方
受講料　5,400円
申込締切日　4月28日㈭

〈共通事項〉
場所　阿南高専
※ 講座詳細、申込方法は阿南高専ホームペー

ジ（https://www.anan-nct.ac.jp/）か2次
元コードをご参照ください。

問  阿南工業高等専門学校
　 総務課企画情報係　☎23－7215

あなんで映画をみよう会
春例会

「お終活　熟春！人生、
百年時代の過ごし方」

熟年離婚寸前の夫婦が、葬
儀社から紹介された終活フ
ェアをきっかけにてんやわん
やの大騒ぎ。人生百年時代といわれる今、定
年後に訪れる「熟年の春＝熟春」を明るく迎え
るために人生整理に動き出す。
日時　4月17日㈰　
　　　①10：30～12：23②13：30～15：23
場所　夢ホール（文化会館）
出演　高畑淳子、橋爪　功ほか
入場料

前売り 当日
一般・大学生・専門学校生 1,000円 1,300円60歳以上 1,100円
6〜18歳および
障がいのある方 − 500円

会員　　会員募集中です。
　　　　（年会費　500円） 800円

※春例会で新規入会者には30周年記念誌を
　差し上げます。
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
　 ☎090－2788－5465

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　4月15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

川口ダム自然エネルギーミュージアム
工作教室

「UVチェッカーストラップ（ミニ）」
太陽の光で色が変わる不思議なビーズ⁉　
手作りストラップで紫外線チェック！
開催日　 4月2日㈯～30日㈯の期間の

土、日、祝日　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　100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/

第5回室戸阿南海岸国定公園
ウルトラマラソン大会2022 

室戸市、東洋町、海陽町、牟岐町、美波町、
阿南市が一つに交わり全国・世界に発信でき
る地域資源を生かした観光の目玉となる「室
戸阿南海岸国定公園ウルトラマラソン」を4月
30日㈯に開催します。
阿南市でのウルトラランナーの通過時間
▶24番エイド（給水等設置場所）の「KILALA
　入口」　12：30～17：30
▶25番エイド「寺前ゲートボール場」
　12：50～18：00
▶26番エイド「椿町平松武田邸前」
　13：10～18：30
▶ゴール「かもだ岬温泉」　13：30～19：00
※ 交通規制等は行わないので交通安全を確

保して沿道での応援をお願いします。
※ 給水ボランティアを募集しています。詳しくは

大会ホームページをご覧ください。
問 事務局　高鶴　
　 ☎090－3989－1006
　 FAX0884－33－0925
　 e-mail:kafra@mb.pikara.ne.jp

第１回「フードロス
おすそわけリレー」

賞味・消費期限は問題なく
安全できれいな状態のまま
廃棄される前にみんなで分
けて「大切にいただく」。おい
しく食べて♪上手に使って♪食品ロス削減にご
協力ください‼当日並ぶ食品や数量は確定で
きません。なくなり次第終了となります。
日時　4月23日㈯　10：00～12：00
場所　長生公民館
配布さ れる食品例　お菓子、保存食、
　缶ジュース、野菜ジュース、お米、麺類など
※無償配布です。（販売はありません。）
お願い　 お持ち帰りいただいたものは最後ま

で大切にお召し上がりください。お持
ち帰り用の袋をご持参ください。

問  ありがとうつながるearth
　 ☎080－9831－0984

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
物等販売します。先日、東日本大震災で津波
の被害にあ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！東北の銀鮭等販売します。あめのつかみ
取り等ありますので子どもから大人まで楽しめ
ます。
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

富岡さくら祭り
日時　4月2日㈯
　キッチンカー　
　11：00～22：00
　ステージイベント　　14：00～16：00
場所　牛岐城趾公園
問  富岡商店街協同組合　☎22－1684

津峯公園桜まつり 
日時
4月2日㈯
　19：00　打ち上げ花火（100発）
4月3日㈰
　10：00　正式参拝
　10：30　阿波踊りと打ち上げ花火（50発）
　11：00　捧餅競技（子ども・女子・男子の部）
　13：00　阿波踊り
※11：00　お餅をお配りします。（先着500人）
場所　津峯神社境内
問  津峯神社　☎27－0078

岩脇公園
桜まつり

期間　3月26日㈯～
　　　4月10日㈰
　ライトアップ　18：30～21：30
　貸しボート　9：00～15：00（10分300円）
場所　岩脇公園周辺
問  仁尾　☎090－3787－6367

第7回楠根桜づつみ公園桜まつり  
桜づつみ公園にはソメイヨシノ、令和2年と3年
に植樹した枝垂れ桜10本が咲いています。楠
根長寿会が植えた色とりどりのパンジーも100
プランター並んでいます。公園遊歩道には楠
根町の小学生が植えた菜の花が800株程咲
いています。
イベントはありませんが、春の1日を桜づつみ
公園でゆっくりとお花見を楽しんでください!!
期間　3月27日㈰～4月10日㈰
問  楠根絆の会事務局　☎090－8281－6182

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
4月8日㈮　118：00～20：00 ひまわり会館
4月13日㈬　18：30～20：30 羽ノ浦公民館
4月22日㈮　18：00～20：00 ひまわり会館
今月のテーマ　「断酒に卒業なし」
※ 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




