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デコ巻き寿しワークショップ
日時　3月12日㈰　10：00～11：30 （90分）
場所　ひまわり会館3階　グルメルーム
内容　 誰でもが簡単につくれる、かわいいデ

コ巻き寿し
講師　金村ます子さん　
対象　小学生とその親子
定員　10組（先着順）　
※定員になり次第締切
申込方法　 2次元コードを読み込み、必要事

項を入力してください。
参加費　1,500円（親子+子ども1人）
※子ども1人追加+500円
申込開始日　2月1日㈬　20：00～
問  阿南商工会議所青年部事務局　
　 羽田　☎22－2301

貝谷峠越え遍路道を歩こう
峠の展望台から由岐の町並みや海が見わた
せます。
開催日　2月19日㈰
集合　 9：30
　　　福井公民館小野分館（元福井南小）
コース　 小野分館～貝谷峠越え～田井の浜

（昼食）～由岐坂休憩所～小野分館
（約11㎞）

※5㎞コースもあります。（昼食なし）
参加料　600円（会員300円）
持参物　 マスク、飲み物、弁当、健康保険証、

雨具、杖（必要な方）
問  NPO法人徳島県ウオーキング協会
　 株木　☎44－3337

元気になろう会 
元気で長生きをするために大切な、呼吸法とツ
ボの癒しを共に学びませんか！
日時　2月7日㈫、12日㈰、23日㈷
　　　14：00～15：30
場所　ひまわり会館3階　ゆとりの間
参加費　無料　※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。
問  元気になろう会　☎090－1174－7457

工作教室「北欧飾りヒンメリ」
麦わらの装飾ヒンメリにチャレンジ。参加者に
は製作用の針をプレゼント。大人のみの参加
も大歓迎。要事前申込。
日時　2月23日㈷　13：00～14：30
場所　那賀町林業ビジネスセンター
材料費　400円
定員　6組(1組5人以下)　
※申込多数の場合は抽選
対象　�小学生以上(針と糸を問題なく扱える

方)
申込方法　電話でお申し込みください。
申込締切日　2月16日㈭
問  川口ダム自然エネルギーミュージアム
　 ☎0884－62－2209

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　2月19日㈰　10：00～14：00
場所　淡島海岸横亀崎漁港
問  あわしまマルシェ実行委員会
　 篠原　☎090－6284－1955

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
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

阿南市B&G海洋センター3月イベント

●ハワイアンダンス教室
日時　3月11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

●�ドローン体験会
日時　3月18日㈯　10：00～12：00
場所　うみてらす北の脇2階　研修室
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

●�親子で体験！海辺のまなびや
　（海藻と海草の違いを見つけよう）
日時　3月26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
問  スポーツ振興課　☎22－3394

「やまなみ遊歩道」を歩こう
開催日　2月26日㈰　※少雨決行
日程　9：30　羽ノ浦支所前集合
　　　やまなみ遊歩道～香風台～桜堤公園
　　　（昼食）～安全道路～羽ノ浦支所
　　　14：30予定（約10㎞）
※6㎞コースもあります（昼食なし）
参加料　300円（会員200円）
持参物　 飲み物、マスク、健康保険証、雨具、

弁当
問 羽っぴい歩こう会　西田　☎23－1585

「いただきます〜
みそをつくる
　　　こどもたち」
上映会　2DAYS 

日時
　①2月12日㈰　14：30～（受付14：00～）
　②2月13日㈪　9：30～（受付9：00～）
場所　文化会館2階　研修室1
参加費　1人500円（高校生以下無料）
※ 参加費を頂いた方1人につき
　2合のお米をプレゼント

定員　各回100人
当日の流れ　①受付
　　　　　　②上映会（上映時間75分）
　　　　　　③感想シェア会（希望者のみ）
問  くらうちかなこ 
　 e-mail:kanamama.sei@gmail.com

第19回チャリティー
パーティー「ダンスの集い」
日時　2月19日㈰
　　　12：30～15：30
場所　ひまわり会館　ふれあいホール
会費　1,000円
主催　国際ソロプチミスト阿南
※ 今年の寄贈先は、小規模居宅児童養護施

設、遍路小屋建設委員会、車いす友の会、
富 岡 東 高 等 学 校 定 時 制 成 績 優 秀 者、
ABO60などの予定です。

※ABO60チアガールも出演します。
問  マドンナダンスクラブ　吉田　☎27－0154

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　2月22日㈬　10：00～11：30
場所　カイロプラクティック癒
　　　（才見町三本松2番地1）
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
※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
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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。

４月号の締め切りは２月28日㈫です。メールアドレス　hisho@anan.i-tokushima.jp

お知らせ
「未知フォーラム2022in阿南」
〜未来へつなごう！道・ひと・地域〜

をご覧ください  
四国はひとつ“阿波のみち”女性フォーラム実
行委員会では、2003年から「未来へつなごう！
道・ひと・地域」をスローガンに、女性の立場で

「みちづくり・ひとづくり・まちづくり」を考えるフォ
ーラムを毎年開催しています。「未知フォーラム
2022in阿南」（令和4年10月22日開催）およ
び過去のフォーラムは、YouTubeで視聴できま
すので、ぜひご覧ください。

四国はひとつ　道は8の字
四国の未来は無限大∞

YouTube 未知フォーラム 検索

問  阿南商工会議所
　 ☎22－2301

初心者向けドローン体験会
シルバー人材センターでは空地管理などにド
ローン活用を研究しており、サークル活動にも
取り組んでいます。市内在住で60歳以上の方
を対象に、平日の午後に室内の操作体験会を
行いますのでご連絡ください。子ども向けミニ
ドローンを使用するので簡単操作コントローラ
ーの操作は脳トレにもなります。
※活動状況等はWebページ
　で確認してください。
※参加費無料
問  阿南市シルバー人材
　 センター
　 ☎080－4035－2630

古着の回収ボックスを設置します
那賀高等学校では、ご家庭で不用になった衣
服を募り、気に入った衣服を持ち帰っていただ
く活動（服活）に取り組んでいます。着なくなっ
てしまった衣服をおゆずりください。
回収できるもの
◦サイズが０歳児用から大人用までの衣服
◦洗濯済のもの
◦シミや毛玉・破損のない状態の良い衣服
◦デザインが著しく古くない衣服
回収できないもの　靴下、下着、靴やバッグ
期間　2月１日㈬～3月24日㈮
　　　※最終日は12：00まで
場所　 市役所2階　中央階段の下（高層棟

側のエレベーターを降りて左）
問  那賀高等学校エシカルクラブ
　 ☎0884－62－1151

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

日時　2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

何か、相続の手続き、成年後見制度な
どに関する相談

問  コスモス徳島　☎088－679－4440
　 ※土、日曜日は☎26－1157

若者の就労支援　出張相談会
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に関す
る相談会を実施します。
日時　2月10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

コロナ離職者再就職支援事業
合同企業説明会

正社員希望の求職者を対象に、合同企業説
明会を実施します。Webまたはお電話にてお
申し込みいただけます。
日時　2月19日㈰
　　　午前の部　10：30～12：30　
　　　午後の部　14：00～16：00
※午前と午後で参加企業を入れ替え。
場所　アスティとくしま1階　第2・3会議室
Web申し込み
問  ㈱穴吹カレッジサービス
　 ☎088－653－3179

2022年度保育魅力アップセミナー
保育士資格があるなしに関わらず、保育のお仕
事に興味がある方（一般・学生）向けの保育施
設等で必要となる知識や保育技術の研修です。
第1回　2月18日㈯　徳島文理大学
第2回　2月25日㈯　四国大学
第3回　3月 4日㈯　徳島文理大学
申込方法　電話または
　　　　　申込フォームから
問 〈徳島県委託機関〉
　 徳島県保育士・保育所
　 支援センター
　 ☎088－625－2040

楽らくパソコン教室中級講座
開催日　毎月第1、第3火曜日　
　　　　13：30～15：30
場所　富岡公民館　※要申込
講師　庄野政彦
参加費　1回600円
テキスト　Word2021応用（FOM出版）
※パソコンはあります。
※Word・Excel基礎講座あります。
問 庄野政彦　☎090－2780－3200

イベント
外国人による

日本語スピーチコンテスト
日時　2月19日㈰　14：00～
場所　文化会館　研修室
今年度は市人権啓発市民講座として開催しま
す。多くの市民に聴いていただけると、出場者
の「元気」に繋がります。ご来場をお待ちしてい
ます。
問  阿南市国際交流協会事務局
 　川口　☎090－2823－7065

健康とくしま〝ウォーキング〟参加者募集
〝げんきに春を迎えよう〟

ノルディック・富岡の冬
あたらしい発見・ウォーク 

日時　2月19日㈰　9：15～12：15
集合場所　ひまわり会館　駐車場
参加費　500円（中学生以下無料）
スティックレンタル　1組300円
問 とくしまノルディック・ウォーク協会
 　☎090－3782－4325
 　FAX088－642－5003

かもだフリマルシェ第６回
日時　3月5日㈰　10：00～14：00
　　　※少雨決行
場所　船瀬海岸公園
内容　 フリーマーケット・物販、テイクアウトを

基本とする飲食、体験
出店者募集
募集出店数・料金
① 自動車ブース6店舗
　(1区画：6m×4m)・500円
②手荷物ブース20店舗(2m×2m)・200円
※出店数に達するまで当日まで受付。
問  かもだマルシェ実行委員会事務局
　 （椿公民館内）　☎・FAX33－1232
　 mail：tubaki@kominkan-anan.jp

地元の自然体験活動
●「伊島を歩こう」
日時　2月18日㈯　12：30～15：45
集合場所　答島港
乗船料　各自負担
　　　　（子ども1,040円、大人2,060円）
●「蒲生田岬を歩こう」
日時　3月5日㈰　8：40～11：30
集合場所　船瀬海岸公園
〈共通事項〉
対象　 小学生、中学生、保護者、当会や活動

内容に興味がある方
持参物　 運動靴、長そで・長ズボン、防寒具、

帽子、手袋、軽食
※ 申し込みが10人未満（子ども）の場合は、変

更または中止。（当日申込も可）
問  椿ウォーキング部事務局（椿公民館内）
　 ☎・FAX 33－1232、090－7624－1835

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。




