入魂の演奏と、楽しいお話。
子どもから大人までとびきり
楽しい及川浩治の世界をご堪
能ください。
日時 ７月19日㈭ 19:00開演
（18:30開場）
場所 夢ホール（文化会館）
演奏曲目 月光（ベートーヴェン）、
ノクターン「遺作」（ショパン）ほか
入場料 【全席指定】一般1,500円、高校生以下1,000円
（当日500円増し）
※未就学児の入場はご遠慮ください。託児（10カ月
～８歳）をご希望の方は、１週間前までにお問い合
わせください。
チケット販売場所 文化会館、情報文化センター、平
惣（阿南センター店・羽ノ浦国道店・小松島店・徳島
店）
、徳島新聞各販売店（取次ぎ）
※本コンサートは（公財）三井住友海上文化財団の助
成により開催します。
問い合わせは 文化会館（☎21－0808）へ

■ 夢ホール ホワイエコンサート
マリンバデュオ
陽射しあふれるホワイエ。
土曜の午後のひと時を、
音楽とお茶でおくつろぎ
ください。
日時 ７月7日㈯
14:00開演
場所 文化会館
ホワイエ（ロビー）
出演 秋山綾音、齋藤綾香
入場料 一般 500円（ワンドリンクつき）
※電話予約可
問い合わせは
文化会館「ホワイエコンサート」係（☎23－5599）へ

教育委員会定例会だより
４月定例会（４月20日開催）で、次の内容に
ついて審議し、承認されました。

●教育長報告
①平成30年度 スタートに当たって
⑴本年度の重点目標
⑵新組織一覧
②園・学校訪問について
●阿南市教育功労者の選出および表彰式について
（教育総務課）
●阿南市社会教育指導員の委嘱について （生涯学習課）
●子ども体験活動支援センターコーディネーターの委嘱に
ついて（生涯学習課）
●阿南市立公民館長の任命について（生涯学習課）
●阿南市立公民館分館長の委嘱について（生涯学習課）
●阿南市教育集会所長の委嘱について（人権教育課）
●阿南市体育功労者・優秀者表彰式について
（スポーツ振興課）
●阿南市スポーツ推進委員の委嘱について
（スポーツ振興課）
※定例会の日時は、市ホームページでお知らせしています。
くわしくはお問い合わせください。
問い合わせは 教育総務課（☎22−3299）へ

第29回那賀川流域センチュリーラン参加者募集

本市は、平成29年10月１日に「阿南市中小企業振興基本条例」
を制定しました。具体的な取組として、子どもの勤労観などの
醸成に繋がる事業として、次代を担う子どもたちが社会人、職
業人として自立することができるよう職業意識の向上を図るた
め、中小企業者と連携を図りながら「子どもの仕事（匠）体験
ツアー」を実施します。
参加対象者 阿南市内の小学生（高学年）および中学生
実施時期 ７・８月（夏休み） 参加人数 20人程度
時間 １日（６時間程度）
内容 市内の中小企業等を訪問し、業務説明や工場見学、作業
体験した後、意見交換等を実施する。
※申込方法等くわしくは、市ホームページをご覧ください。
問い合わせは 商工観光労政課（☎22−3290）へ

秋の那賀川流域を駆け
る自転車イベント「那
賀川流域センチュリー
ラン」の参加者を募集
します。
日時 ９月30日㈰ ８時40分～スタート予定 ※小雨決行
A コース（130km）
種目
那賀川河川敷第３緑地→那賀川北岸→道の駅鷲の里→阿南鷲
敷日和佐線→徳島県企業局川口ダム管理所→那賀町木沢支所
→四季美谷温泉（折り返し）
B コース（46km）
那賀川河川敷第３緑地→那賀川北岸→道の駅鷲の里→阿南鷲
敷日和佐線→徳島森林づくり推進機構（折り返し）
参加資格 下記規定時間内に完走できる走力のある方
Ａコース…７時間 B コース…３時間
定員 500人
参加料 Aコース…6,000円（中学・高校生…5,000円）
Bコース…5,000円（中学・高校生…4,000円）
申込方法 Web サイト「スポーツエントリー」にて申し込みを受
け付けます。
https://www .sportsentry.ne.jp/event/t/75054
コースの案内など、大会の情報も掲載しています。
申込期間 ６月４日㈪～８月17日㈮
問い合わせは 那賀川流域センチュリーラン大会事務局（スポーツ
振興課内☎22－3394・FAX22－4785）へ
e-mail:taiiku@i-tokushima.anan.jp

勤労青少年ホーム
浴衣着付 短期講座受講者募集

第29回 lumiere ANAN

夏の運動会「あなたと一緒にゴールめざして♡」

夏祭り、お盆に浴衣を！
日時 ６月20日㈬～毎週水曜日（全４回）19:00～21:00
場所 勤労青少年ホーム
定員 男女20人
対象 市内に居住または職場を有する35歳までの勤労青少年
（学生を除く）
受講料 無料
※当ホーム未登録者は、利用者協議会費1,000円（年会費）が必要
講師 杉野寿子さん
持参物 浴衣、帯、腰ひもほか（くわしくは、受付時に説明）
申込締切日 ６月14日㈭
申込み・問い合わせは 勤労青少年ホーム（☎42−4572）へ
（受付時間は平日13:00～20:00）

次のとおり、婚活イベントを開催します。多数ご参加ください。
開催日 7月15日㈰ 10:00〜13:00（受付9:30〜）
場所 屋内多目的施設（あななんアリーナ）
対象 独身男女各20人（以上）
参加費 男女共1,000円（お弁当、お茶付）
持参物 体育館シューズ
申込方法 郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
携帯電話番号を記入の上、メールでお申し込みください。
※くわしくは、阿南de愛隊ホームページをご覧ください。
主催 阿南de愛隊、阿南市社会福祉協議会結婚支援連絡協議会
問い合わせは 阿南市社会福祉協議会結婚支援連絡協議会
（☎23－7288）へ e-mail:ananshi-shakyo@palette.plala.or.jp
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（無料）
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科学
センター
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おもしろ科学実験

土、日曜日の午前 時～、午後２時
分～の２回実施。実施時間は約 分です。

目のふしぎ
アルコールロケットを飛ばそう
光の不思議
磁石でうず電流の実験をしよう

６月のテーマ
２日㈯ 空気の力で遊ぼう
３日㈰ 磁石の不思議

９日㈯
日㈰
日㈯
日㈰

磁石について調べてみよう
ふりこマジック
いろんなホバークラフト

30

30 24 23 17 16 10
日㈯
日㈰
日㈯

30

デジタルプラネタリウム （無料）

毎週土、日曜日の午後１時 分～、３
時～の２回実施。投映時間は約 分です。

６月のテーマ
「今夜の星空と火星大接近のお話」

（有料・要予約）
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子どもの仕事（匠）体験ツアー

日時 ６月８日㈮ 14:20～15:20
場所 ひまわり会館２階 ふれあいホール
演題 「しわしわいかんで…」
～かしこい消費者になるために～
（講演および「サーティグラスボーイズ」のコンサート）
講師 那賀町教育委員会健全育成センター副所長
（元加茂谷中学校校長） 生杉孝晴さん
問い合わせは 市民生活課（☎22－1116）へ

問い合わせは 光のまちステーションプラザ（☎24−3141）へ

50

市制施行60周年記念事業

消費者啓発講演会

夜間天体観望会

広報 あ

市制施行60周年記念事業

阿波踊り活竹人形作り、星形あんどん作り常時開催中！

四国最大の天体望遠鏡で宇宙の神秘を
のぞいてみよう！
日時 毎週土曜日の午後７時～、８時～、
９時～の３回実施。各回約 分です。
申込方法 電話またはホームページから
ご予約ください。
参加料 大人３００円、高校生２５０円、
小中学生２００円、幼児無料
６月のおすすめ
木星…午後８時、９時の回
土星…午後９時の回

15

６月の催し

■展示コーナー 10:00～20:00
○フラワーアレンジメント作品展 ～３日㈰まで
最終日（３日）は10:00〜15:00
○Ｋamannsa
パステル×書作品展 ５日㈫～17日㈰
初日（５日）は12:00〜
最終日（17日）は10:00〜15:00
○～心を育む～ウォルドルフ人形展 19日㈫〜７月１日㈰
初日（19日）は12:00〜
最終日（７月１日）は10:00〜15:00
■体験コーナー
○ウォルドルフの手仕事～星の子作り～
23日㈯ ①10:00〜12:00 ②13:00〜15:00
【申込締切日】22日㈮
【参加費】1,600円
【定員】６人
【持参物】裁縫道具
○ウォルドルフの手仕事～ぽんぽん鳥つーくろっ！〜
30日㈯ ①10:00〜12:00
②13:00〜15:00
【申込締切日】29日㈮
【参加費】500円
【定員】９人
【持参物】なし

宇宙の日記念
全国小中学生作文絵画
コンテスト作品募集

25

作品のテーマ「太陽系探査隊」
作文・絵画とも、右記のテーマで作品

18

31

を募集します。作文は自筆、４００字詰
め原稿用紙２～５枚。絵画は画材自由で
Ａ２サイズ以下の用紙を使用。
応募方法 科学センターで応募用紙を配

11

布。詳細はホームページもご覧ください。
募集締切日 ７月 日㈫（必着）

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
６月の休館日
４日㈪、 日㈪、 日㈪、 日㈪
42
－

光 のまちステーションプラザ

▼

■ 及川浩治ピアノ・リサイタル
トーク＆コンサート「名曲の花束」
チケット発売中

▼

市制施行60周年記念事業

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