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阿南文化奨励賞受賞
田村元帥 佐竹夏実
二人書展
期間　1月20日㈮～29日㈰　
　　　10：00～17：00
　　　※最終日は15：00
　　　　まで
場所　市役所1階　多目的スペース
問  阿南市文化協会
　 ☎070－3794－2453

阿波人形浄瑠璃　
中村園太夫座写真展

江戸末期より伝わる伝統芸能・阿波人形浄瑠
璃の写真展を開催します。ぜひご覧ください。
日時　1月13日㈮～18日㈬　
　　　10：00～17：00
場所　市役所1階　多目的スペース
問  阿南市文化協会　
　 ☎070－3794－2453

阿波人形浄瑠璃
中村園太夫座公演 
日時　1月29日㈰
　　　13：00～
場所　夢ホール（文化会館）
内 容　寿三人三番叟（赤松
　座）、阿波遍路恋唄（中村
　 園太夫座）、傾城阿波の鳴門  順礼歌の段
（新野中学校）、一谷嫩軍記  熊谷陣屋の段
（中村園太夫座＋赤松座）
入場料　200円　※小中高生無料
※未就学児は入場できません。
チ�ケット販売場所　平惣書店（羽ノ浦店・セン

ター店）、文化会館、情報文化センター
問  文化振興課　☎22－1798

「元気な仲間たち交流会」in阿南
小さな店だからこそ、輝くチャンスが

ある・価値がある

県内の魅力的な活動や取組から、地域を動か
すまちづくりを学びます。
日時　1月23日㈪
　第1部　14：00～16：30

事例発表・パネルディスカッション
　第2部　17：00～19：00

意見交換会、懇親会
参加費　4,000円（当日集金）

場所　ホテル石松
コーディネーター　

堀部貴子さん（コメンテーター）
パ�ネリスト　井原まゆみさん（NPO法人あわ・

みらい創生社）、武田康弘さん（武田石油）、
徳原　香さん（㈱あわわ「めぐる」編集長）、
坂東愛佳さん（雑貨店Bancdoux）

　　　　  申込はこちらから⇒
申込締切日　1月13日㈮
問  阿南商工会議所
　 ☎22－2301

第12回　羽ノ浦
新春凧揚げ大会

お正月は広い野原の
下で凧揚げを楽しもう！おやじ塾農園の〝おい
しい焼いも〟プレゼント(200個まで)。
日時　1月3日㈫　10：00～14：00
　　　※雨天の場合は中止
場所　那賀川河川敷第3緑地公園
　　　（羽ノ浦町明見）
※子ども用の貸出し凧あります。（無料）
※凧揚げをする方は手袋を用意してください。
問  羽ノ浦町おやじの何でも塾　福井
　 ☎090－5717－7334

お酒で悩んでいませんか  巻き込まれていませんか

お酒に関する相談・例会
お酒は1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。
日程　▶1月11日㈬　18：30～20：00

羽ノ浦公民館
　　　▶1月13日㈮　18：00～20：00

ひまわり会館
　　　▶1月27日㈮　18：00～20：00

ひまわり会館
例会の内容　初心にかえる
問  NPO法人徳島県断酒会事務局
　 ☎088－641－0737

阿南市Ｂ＆Ｇ海洋センター
２月のイベント

●ハワイアンダンス教室
日時　2月4日㈯　10：00～11：00
参加費　500円　定員　15人
講師　わけべのりこフラスタジオ 安室英子さん
●お菓子づくり教室
日時　2月11日㈯　10：00～12：00
参加費　700円　定員　8組
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
　（アンモナイト化石のレプリカを作ろう）
日時　2月12日㈰　13：00～15：30
対象　小中学生とその保護者
参加費　500円　定員　10組
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
●ドローン体験会
日時　2月18日㈯　10：00～12：00
参加費　無料　定員　10組
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
●刺身づくり教室
日時　2月19日㈰　10：00～12：00
参加費　500円　定員　10組
講師　稲村健一さん
〈共通事項〉
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
申込方法　電話での申し込み（先着順）
問  スポーツ振興課　☎22－3394

阿南市おはなしボランティア
ネットワーク勉強会 

日時　1月14日㈯　10：10～12：00
場所　那賀川図書館　視聴覚室
内容　絵本講座「科学絵本を楽しむ」
講師　 藤井則子さん、庄野昭子さん
　　　（高松子どもの本の会）
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

阿南ファミリー・サポート・センター
●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　1月25日㈬　10：00～11：30
場所　ひまわり会館1階　すこやかルーム
問  阿南ファミリー・サポート・センター
　 ☎24－5550

津峯神社初詣（約10㎞） 
開催日　1月14日㈯
日程　 9：30夢ホールに集合し、見能林町側

から津峯神社へ上ります。帰りは、津乃
峰町側に下り、15：00頃「赤鳥居前」
で解散予定です。津峯山（標高284m）
への上り、下りあり。

参加費　300円　※当日受付です。
※駐車場は、夢ホール周辺で案内します。
問  阿南歩こう会　新川　☎22－3188

あなんで映画をみよう会　冬例会 
「ぼけますから、よろしくお願いし

ます～おかえりお母さん～」 
2018年観客動員数20万
人を超える大ヒット。日本中
を深い感動で包んだあの物
語には続きがあった！
日時　1月15日㈰　
　　　①10：30～12：11
　　　②13：30～15：11
場所　コスモホール
　　　（情報文化センター）

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

小中高生、
障がいのある方 − 500円

会員 − 800円

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、フジグラン阿南、アピカ

問 あなんで映画をみよう会
　 ☎090－2788－5465
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３月号の締め切りは１月31日㈫です。メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

お知らせ
飲酒運転防止について 

年末年始はお酒を飲む機会が増えると思いま
すが、飲酒運転は絶対にしないように気を付
けてください。
お酒を飲む場合は、以下の点に注意しましょ
う。
●ハンドルキーパーを確保する
●自転車（軽車両）も乗ってはいけない
●二日酔いに注意する
●少しでも飲んだら絶対に乗らない
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の開催
日時　1月13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

特別職国家公務員
募集説明会 

防衛省では、災害派遣や国際貢献
等で活躍する自衛官を募集していま
す。自分を生かせる100を超える職種と、段階
的な育成制度で社会に貢献します。一度お話
を聞いてみませんか。ご都合の合わない方は
別日の調整も可能です。
日時　1月14日㈯、15日㈰
　　　9：00～16：00（1人30分程度）
場所　 自衛隊徳島地方協力本部阿南地域

事務所（富岡町内町164番地1　内町
会館1階）

問  自衛隊徳島地方協力本部阿南地域事務所
　 ☎22－6981

初級短期英会話③受講生募集
英会話が初めての方や興味のある方の参加を
お待ちしています。ALT（外国語指導助手）の
先生が優しく、丁寧に教えます。
日時　 1月19日㈭から3月2日㈭まで毎週木曜

日（全6回）　19：30～20：45
場所　那賀川社会福祉会館
　　　（那賀川町苅屋357番地1）
対象　�市内に在住または市内の事業所に勤

務している方（学生は除く）
定員　15人（先着順）　参加費　無料
講師　ヘイブンさん（ALT）
申込締切日　1月13日㈮
問  那賀川社会福祉会館　☎42－3319

女性限定の農機具講習会
参加者募集

日時　2月25日㈯　10：00～12：00
場所　 中四国クボタ　徳島南部サービスセン

ター（那賀川町上福井南川渕25番地3）
内容　 トラクター、管理機の使い方を学べま

す。
　　　※ 天候等により内容が変わる場合があ

ります。
参加資格　市内在住の女性
参加料　無料
申込期間　1月4日㈬～27日㈮
　　　　　※土、日、祝日を除く
定員　12人　
　　　※ 応募者多数の場合は抽選し、2月上

旬までにお知らせします。
主催　徳島県農業委員会女性協議会
問  （一社）徳島県農業会議
　 ☎088－678－5611

南部テクノスクール受講生募集  
訓練科　 ITスキルアップ科（高齢求職者スキル

アップ・スキルチェンジコース）
内容　ワード、エクセル等（基礎）
定員　 12人（応募状況により、訓練が中止と

なることがあります。）
対象　 概ね60歳以上の離転職者等で、公共

職業安定所長から受講あっせんを受け
ることができる方

訓練期間　2月27日㈪～4月26日㈬
　　　　　（原則、土・日・祝日は休校日）
訓練時間　9：00～15：50
訓練場所　四国進学会阿南校
　　　　　（富岡町今福寺3番１）
受講料　 無料　※テキスト代税込7,920円程

度は自己負担
申込期間　1月10日㈫～2月9日㈭
申込先　 居住地を所管する公共職業安定所

へ
問  公共職業安定所または
　 県立南部テクノスクール　☎26－0250

阿南こども将棋教室会員募集
初心者大歓迎です。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。将棋は青少年の論理的思考力、集中
力、礼儀作法を養い向上させます。
ただいま会員募集中です。お友達もたくさんで
きます。どうぶつ将棋もできます。�
日程　土曜日　10：00～12：00
　　　（要問い合わせ）
場所　ひまわり会館3階　和室
対象　 4歳から高校生まで （こどもと一緒に習

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

サンアリーナ温水プール
こども水泳講座

1～３月期間限定クラス増設
増設クラス
▶土曜日（特別クラス1）10：40～11：30
▶日曜日（特別クラス2）10：40～11：30
対象　就学前年中～小学生で初心者の方　
定員　各クラス15人
料金　1カ月4,400円
申込方法　 申込用紙を記入してください。先

着順で受け付けし、定員になり次
第締め切ります。

※ 1月以降でも空きがあれば
　お申し込みいただけます。
受付時間　13：00～19：30
問  スポーツ総合センター
　 サンアリーナ　☎22－8733

イベント
あわしまマルシェ

とれたて魚介類から新鮮野菜やスイーツ、雑
貨。阿南の有名店も出店。お子さま向けには
ポップコーンや綿菓子も大好評。広々駐車場
完備しています。
日時　1月15日㈰　10：00～14：00
場所　淡島海岸横亀崎漁港
会場内でフリーマーケットを開催します！出店
者を先着12人で募集。出店のご応募は実行
委員会への電話にてお願いします。出店料と
して500円頂きます。
問  あわしまマルシェ実行委員会
　 篠原　☎090－6284－1955

節分の練りきり体験
～可愛い、美味しい和菓子～ 

白あんやもち粉で作る
練りきりに、色付けして、

「鬼さん•おたふく•梅」
を2個ずつ作りましょう。
日時　1月24日㈫
　　　13：00～
場所　M'sパンダ工房
　　　（羽ノ浦町古庄中川原25番地13）
定員　5～6人
参加費　2,500円　※要予約
問  M'sパンダ工房　☎090－5912－3294

川口ダム自然エネルギーミュージアム　
工作教室「ミニ凧」

扇風機や屋内で飛ばす手のひらサイズの凧を
作ろう！
日時　1月14日㈯～29日㈰の土、日曜日
　　　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　※事前申込不要
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

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。




