科学
センター

星 座 早 見 盤 を 作 り、 夏 の 大 三 角 を 観
察します。小学４年で学習する内容に
あわせて行います。
日時 ８月 日㈮
午後７時～９時 分
対象 小学３年～６年生
定員 親子 組（ 人）
参加料 ２００円（保護者は無料）
参加方法 事前に電話、またはホーム
ページからお申し込みください。

夏休み星空教室 （有料・要申込）

ホームページ http://www.ananscience.jp/science/

ペルセウス座流星群観望会（有料）
毎年、安定して数十個の流れ星を見
ることができるペルセウス座流星群を
観察します。
日時 ８月 日㈪ 午後７時～ 時
参加料 大人３００円、高校生２５０
円、小中学生２００円、幼児無料
参加方法 当日、開始時間までにお越
しください。
※当日は夜間のみ開館します。

【企画展】
科学センターの職員が海外で撮影し
た美しい南半球の星空とオーロラの写
真を展示します。
展示期間 ９月１日㈰までの午前９時
分～午後４時
場所 体験館エントランスホール

南半球の星空と極北のオーロラ展 （無料）
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天文講演会 （無料）
南半球の星空とオーロラに関する講
演会です。企画展とともにお楽しみく
ださい。
●南半球の星空撮影旅行記
日時 ８月４日㈰ 午前 時～正午
●アラスカのオーロラ旅行記
日時 ８月 日㈰ 午前 時～正午
場所 天文館ギャラクシーホール
参加方法 当日、開始時間までにお越
しください。参加者には、南半球の星
空またはオーロラのポストカードを差
し上げます。

おもしろ科学実験
（無料・申込不要）
夏休み期間中の平日午後２時 分〜、
土・日曜日とお盆の期間中は午前 時
〜、午後２時 分〜実施。

５日㈪、

日㈪、 日㈪、

日㈪

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
８月の休館日
26
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阿南市の文化財

30

11
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名称 「新野町海老川のヤブツバキ」
指定理由 樹高は約８ｍ。幹周り
は２ｍで、樹齢は約200年です。徳
島県では一番大きなヤブツバキで
あり、また数少ない巨樹で大変貴
重です。
問い合わせは 文化振興課（☎22－1798）へ

応募資格
①大学および短期大学の
音楽科を卒業された方
②演奏活動を継続してい
る団体（20歳以上）
演奏種目 器楽、室内楽、声楽
演奏形態 独奏、重奏、合奏、独唱、重唱、合唱
演奏方法 原則として音響楽器を使用しない自然音
演奏時間 15分程度
参 加 費 １人1,000円

東日本大震災が起こる前の宮城県石巻市がメイ
ンロケ地の未来に残したい！子どもに伝えたい！
お菓子が紡ぐ希望の物語です。
日時 ８月３日㈯ ①11:00 ②14:00
４日㈰ ①11:00 ②14:00
場所 夢ホール（文化会館）
入場料 600円 ペア券1,000円（全席自由席）
チケット発売場所 文化会館、市民会館、情報文
化センター、平惣書店（阿南センター店、羽ノ浦
国道店、小松島バイパス店）、フジグラン阿南、
アピカ、ミリカホール
問い合わせは 文化会館（☎21－0808）へ

■ 第11回夢ホールコンサート出演者募集！
（12月21日、22日開催予定）

■ 新指定の阿南市文化財（指定日：平成25年5月22日）

☆アウトリーチ事業の講師、出演希望者募集☆
11月～平成26年２月
出前授業（40分程度）
出前公演（30分程度）
応募資格 上記の夢ホールコンサート出演者
申込方法

神木を切ったり境内を汚すとタタル。 ハマセンダン 三一四センチ
スダジイ
三八三 〃
そのため社叢に手を付けない。結果
ホルトノキ
三三七 〃
として社叢のみが残されたと見るこ
クスノキ
四七九 〃
とができよう。
スギ
三三四 〃
ヒノキ
三〇七 〃
ついでに高木層も紹介しよう。
ヤマモモ
二八二センチ
タブノキ
二七八 〃
イスノキ
二五九 〃
ツブラジイ 二九九 〃
本殿より北の区域は遊歩道が作ら
れ、樹林下草の観察に適した環境と
なっているが、林内が乾燥しがちで、
今後の樹林の生育を見届ける必要が
ある。
特に本殿南の区域は一〇〇年以上
人手の入っていない自然林なので保
護に留意してほしい。
阿南市文化財保護審議会副会長古
川良夫氏から助言をいただいた。
（終わり）

40

19

阿南市文化財保護 審 議 会

阿南
ふるさと
探訪

20

公募による出演者が、グランドピアノ「ニュー
ヨークスタインウェイ」で演奏します。
日時 ８月24日㈯、25日㈰ 11:00開演
※出演者数により開演時間を変更する場合あり。
場所
夢ホール（文化会館）
入場料 無料
問い合わせは 文化会館（☎21－0808）へ

会長 湯 浅 良 幸
「亀の森」の社叢
通称「亀の森」と呼ばれている海
しゃそう
正八幡神社（橘町大浦）の社叢は優
海正八幡神社社叢
れたものである。そのため阿南市教
育委員会は平成二十二年十一月二十
自然環境と社叢
農村部の自然環境、とりわけ樹林 五日、阿南市天然記念物に指定した。
この社叢は亜熱帯樹林・温帯照葉
の保存は社叢（神社の森）に負って
いるところが多い。つまり、社叢以 樹林として典型的なものである。代
外の樹林は保存されていないという 表的な樹としてはクスノキ・ホルト
ノキ・スダジイ・スギ・ヒノキ・ハ
ことである。
神社は地域住民の信仰の対象であ マセンダンなどがある。特に神社本
る。先祖代々から神を祭り社殿、境 殿の南の区域は常緑の巨樹が豊かに
内樹木の保護に尽力してきた。現在 繁り一〇〇年以上人手の入らない自
も氏子たちによって神社は維持され 然林で、国道から眺める樹冠は実に
すばらしい。
ている。
特に本殿前広場下にあるハマセン
それと、タタリの観念が神社崇敬
と表裏一体となっている。たとえば、 ダ ン の 幹 周 り（ 地 上 一 三 〇 セ ン チ ）
は三一四センチもある。
現在まで美波町由岐の神社裏山に
あるハマセンダンが徳島県の北限と
其の
されていたが海正八幡神社のハマセ
ンダンが県内の北限となった。
この社叢は昭和六十三年度環境庁
巨樹・巨木林フォローアップにより
六本が測定され、それぞれ幹周り三
〇〇センチ以上、推定樹齢二〇〇年
以上と考えられている。
参考のため六本の幹周りを紹介し
よう。
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日程
内容
名称 「お松大権現のイヌマキ」
指定理由 樹高は約22ｍ。幹周り
は2.7ｍを測ります。枝は東西南北
約20ｍに 広 が り 、 葉 の 状 態 ・ 樹
皮・樹勢は良好で、樹齢は約300年
です。御神木として大切に管理さ
れ、県下でも数少ない巨樹で大変貴重です。
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出演申込書（文化
会館備え付け）を
持参または郵送し
てください。
申込締切日 ９月２日㈪必着
申込み・問い合わせは
〒774-0030
富岡町西池田135番地1
文化会館夢ホール
（☎21－0808）へ
海正八幡神社の社叢

■ 映画「エクレール ･ お菓子放浪記」
89

あなんカルチャー
■ みんなでピアノ物語

