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シニアフィットネス教室参加者募集
～体を動かして元気になろう～ 

日時　3月12日㈰　10：00～11：00
集合場�所　地域密着型特別養護老人ホーム 

双葉の丘（見能林町南林30番地1）
内容　ノルディック・ウォーキング体験
講師　徳島文理大学保健福祉学部
　　　柳澤幸夫さん
場所　双葉の丘～北の脇海水浴場周辺
申込方�法　電話またはメールでお問い合わせ

ください。定員になり次第締め切り。
※参加費無料
問  双葉の丘　シニアフィットネス教室担当
　 ☎22－2913
　 e-mail:oka3@futabakai.info

「熊谷しだれ桜とお松権現
ウォーク」参加者募集 

開催日　3月26日㈰
集合　 9：30　阿南西部公園　徳島バス阿

南加茂谷線「御嶽（みたけ）前」下車
コース　 西部公園～熊谷しだれ桜～お松権

現（昼食）～西部公園（約10km）
※5kmコース（しだれ桜往復）もあります。
参加料　600円（会員300円）
持参物　 飲み物、マスク、健康保険証、雨具、

弁当（10kmコースのみ）
問  株木　☎44－3337

夢ホール　ホワイエコンサート㊴

日時　3月18日㈯
　　　14：00開演
場所　文化会館
　　　ホワイエ（ロビー）
出演　山本綾子（ソプラノ）
　　　高田亜紀代（ピアノ）
曲目　 夢みたものは（立原道造作詞 木下牧

子作曲）、献呈（R・シュトラウス）、落葉
松（野上彰作詞 小林秀雄作曲）ほか

入場料　 500円　※2人以上の仲良しチケッ
トはお一人400円（予約のみ）

定員　80人
問  NPO法人夢ホール市民
　 協議会　夢つくりあなん
　 ☎23－5599

工作教室「マスコット入り
スーパーボール」参加者募集

マスコットを入れてキラキラスーパーボールを
作ってみよう！
開催日　3月4日㈯～21日㈷の土、日、祝日、
　　　　3月25日㈯～31日㈮
※3月27日㈪は臨時開館します。
時間　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　※事前申込不要
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　3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

阿南市おはなしボランティア
ネットワーク勉強会 

日時　3月11日㈯　10：10～12：00
場所　那賀川図書館　視聴覚室
内容　 「小道具」を使ったおはなし会の実演、
　　　実習。ペープサートほか
※ 参加費無料、申込不要、どなたでも参加で

きます。
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

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、ウォーキング
　　　（出発8：40）、コンサート
※出店者募集しています。
　　　　詳しくはこちらから▶
問  かもだマルシェ実行委員会
　 事務局（椿公民館内）　☎・FAX33－1232
　 e-mail:tubaki@kominkan-anan.jp

春のコンサート  ラテンのこころ
日本におけるラテン・フォルクローレテイストの
パイオニア、フレディとヘススのフローレス・兄弟
によるラテンコンサート。
日時　3月4日㈯
　　　14：00～（受付13：30～13：55）
※受付終了後の入場はできません。
場所　杜のホスピタル5階　杜のホール
定員　40人（完全予約制）
申込方法　電話で予約。※入場無料
問  杜のホスピタル　リハビリテーション部
　 ☎22－0218

羽ノ浦英会話教室会員募集
英会話に興味のある方、もっと上達したい方、
一緒に学びませんか。バルバドス島の明るくて
陽気なALTの先生です。
日時　毎月第2、4水曜日　19：30～21：00
場所　羽ノ浦公民館
講師　Klebere Perry
受講料　1カ月　2,000円
問  羽ノ浦公民館  ☎44－1120 または
　 稲垣　☎090－4975－1909
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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

お知らせ
献血にご協力ください（３月）

実施日 採血場所 住  所 採血時間

５日㈰ フジグラン阿南 領家町 10：00～12：30
14：00～16：00

※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

【急募】橘児童クラブ職員募集
勤務形態　シフト制
勤務時間　平日14：00～18：30　4～5時間
　　　　　土曜日、長期休暇時　
　　　　　7：30～18：00の内4～5時間
※勤務時間、日数は、相談に応じます。
勤務日数　平日週2～3日
　　　　　長期休暇週3～4日
時給単価　 900円～
　　　　　保育士等資格あり920円～
　　　　　放課後児童支援員970円～
勤務地　橘児童クラブ（橘町大浦166番地1）
問  橘児童クラブ　☎080－2979－8511
　 ※14：30～18：00の間に連絡ください。

淡島祭中止のお知らせ 
毎年3月に開催しています淡島祭につきまして、
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

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　3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

海上保安庁職員採用試験の案内
●海上保安学校学生（特別）
　－高等学校卒業程度－
※ 一般海上保安官として海上保安業務に従

事します。（一般職）
受付期間　3月1日㈬9：00～8日㈬
●海上保安官－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　3月1日㈬9：00～20日㈪
申込方法　インターネット
　　　　　※詳しくはこちら▶
問  徳島海上保安部管理課
　 ☎0885－33－2246

遺言・相続・成年後見制度
無料相談会

日時　3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（徳島県行政書士会内）
　 ☎088－679－4440
　 ※土、日曜日は☎26－1157

行政書士による無料相談会
遺言・相続および許認可手続き等について知
りたい方は、ぜひご相談ください。
日時　3月18日㈯　9：30～12：00
場所　ひまわり会館
相談内容　 遺言・相続および農地転用、建設

業許可、開発許可などの許認可
手続きについて

問 徳島県行政書士会　徳島南部支部
　 川崎　☎0885－47－3975

令和５年度　けんなん
ニューファーマー育成講座

新規就農希望者および新規就農者を対象と
した営農基本研修を実施します。
対象　 概ね49歳未満の方で、阿南市または

那賀町で就農を考えている方や就農5
年以内の方で営農に必要な基礎的知
識・技術を習得したいと考えている方

期間　 5月～令和6年1月　主に第2、第4火
曜日　13：30～16：30

場所　南部総合県民局阿南庁舎、現地ほか
申込書設置場所　 農林水産課、那賀町農業

振興課、JAアグリあなん
申込締切日　3月16日㈭
問  阿南農業支援センター　☎24－4679

２０２３　硬式テニス
初心・初級者講習会参加者募集

日程　4月8日㈯～10月28日㈯
　　　毎週土曜日19：00～21：00(計25回)
場所　羽ノ浦健康スポーツランド
　　　テニスコート
対象　初心者（初級）の方20人
参加費　 10,000円（保険、ボール代、協会登

録、参加コート代等含）
　　　　※65歳以上9,350円
※貸しラケットあり。
申込方法　 住所、氏名、（西暦）生年月日、連

絡先を記載の上、4月4日㈫までに
メールでお申し込みください。

※ 令和3、4年に参加の方は登録SNSにて申
込可。会費は会場まで直接、ご持参くださ
い。

問  羽ノ浦スポーツ協会テニス部　
　 丸岡　☎090－4970－7845
　 e-mail:terumaruy63MALU@outlook.jp

外国人のための日本語教室
外国人の子どもから大人までが参加できる日
本語教室を、ほぼ毎週日曜日に開催していま
すので、気軽にご参加ください。
日程　日曜日
▶富岡公民館　10：00～12：00
▶新野公民館　13：30～15：30
▶富岡公民館　15：00～16：30
指導者　市民ボランティア
※ 授業料は不要ですが、教科書代2,750円

が必要です。
●富岡公民館で2つの語学教室があります
▶崔芳先生の中国語教室
日程　毎週木曜日　19：30～21：00
会費　1カ月　3,000円
▶イザベル先生の英語教室
日程　第2、4月曜日　19：30～21：00
会費　3カ月　4,000円
問  阿南市国際交流協会事務局
　 川口　☎090－2823－7065

バウンドテニス体験会参加者募集 
日時　3月29日㈬、30日㈭　10：00～12：00
場所　スポーツ総合センター
対象　①大人の部　②小学生の部
※2日間通して参加できる方
定員　各10人（先着順）
参加費　300円（2日間、保険料込み）
問  阿南市バウンドテニス協会
　 戸井　☎080－6389－4329

地雷撤去のため
書き損じはがきを集めています 

カンボジアの地雷被害を無くすため、書き損じ
はがき等を集めて換金し、地雷撤去団体へ寄
付しています。はがき2～3枚で1㎡の地雷撤
去費用になります。
対象品　 書き損じ・未使用はがき、未使用切

手、未使用テレカ、QUOカード等
期間　3月31日㈮まで（必着）
問  送付先　〒814－0002
　 福岡市早良区西新1丁目7番地10－702
　 （一財）カンボジア地雷撤去キャンペーン宛
　 ☎092－833－7575

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。）

※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

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。

イベント
第13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59点）を展示し
ます。
日時　3月2日㈭～30日㈭
　　　8：30～17：00
※2日は12：00から、30日は14：00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

女性センター染色講座
阿南なでしこクラブ作品展示 

女性センター染色講座受講生の作品と阿
南なでしこクラブの藍染のアレンジ花、和布
スカーフや帽子など個性あふれる作品の展
示をします。（クラブの人が作った帽子の販
売があります。）先着50人にコースターのプ
レゼントあり。
日時　3月5日㈰　10：00～15：00
場所　勤労女性センター
　　　（羽ノ浦町春日野）
染色体験　乾燥藍染の体験　
　　　　　10：30～　午前中（10人程度）
※ 体験は無料ですが、材料は実費です。な

お、持込材料はお断りします。
問  勤労女性センター　☎44－5611

がんばる障がい児ママ、パパの
お茶会　ひだまり

日頃の子育ての不安や悩みを語り合いませ
んか？子育て経験者のスタッフも参加します。
日時　▶3月11日㈬　10：00～12：00
　　　▶3月14日㈫　13：00～15：00
　　　▶3月27日㈪　10：00～12：00
場所　M’sパンダ工房 イートインスペース
　　　（羽ノ浦町古庄中川原）
参加費　1,000円（ドリンク、デザート付き）
問  カイロプラクティクサロンゆう
　 ☎090－9773－1781

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




