○第６回野球のまち阿南少年野球全国大会
27日㈮ 16:00～開会式 JA アグリあなんスタジアム
28日㈯
9:00～１回戦
JAアグリあなんスタジアムほか３会場
29日㈰
9:00～２回戦・準々決勝
JAアグリあなんスタジアムほか１会場
30日㈪
8:00～準決勝・決勝
JAアグリあなんスタジアム
○プライドジャパン甲子園徳島県予選 １日㈰
○四国地区高専体育大会 ７日㈯、８日㈰、９日㈪
○壮年夜間大会 ２日㈪、４日㈬、５日㈭、６日㈮、９日㈪、
11日㈬、12日㈭、13日㈮
○県中学総体 16日㈷、23日㈪、25日㈬、26日㈭
○マスターズ甲子園徳島大会 14日㈯、15日㈰、22日㈰

問い合わせは

阿南市では「阿南市ウミガメ保護条例」に基づき、ウ
ミガメ保護に努めています。また、阿南市内の海岸に
上陸するウミガメの頭数調査を毎年実施しています。
ウミガメの上陸、または足跡が確認された場合は、文
化振興課までご連絡ください。
問い合わせは 文化振興課（☎22－1798）へ
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あぶない ! こんなに事故が
交通事故

件
数
死
者
負 傷 者

192件（1,069）
0人（
2）
24人（ 110）

救

急

件
数
搬送人員

259件（1,404）
242人（1,345）

火

災

10

11 10

10

件
数
損 害 額

0件（10）
0千円（21,029千円）

●阿南署管内平成30年５月分合計。カッコ内は平成30年の合計。
損害額は未確定分を含んでいません。

（無料・申込不要）
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夏期における水難・山岳事故防止
梅雨も明けて暑くなり、海や山に行く回数も多くなると思
いますが、水難・山岳事故には十分に気をつけましょう。
水難・山岳事故の未然防止対策として、 危険箇所の把握
万全な体調管理 ライフジャケット等の活用 保護者等
の付き添い 天候の把握 などがあります。
ルールやマナーを守り、安全に夏場の海・山シーズンを楽
しみましょう。
問い合わせは 阿南警察署（☎22−0110）へ

科学
センター

31

阿南警察署だより

天文台で七夕飾りを作ろう！

15

阿南市と（公財）徳島産業振興機構（徳島県よろず支援拠
点）は、中小企業の振興に関して連携および協力を深める
ため、協定を締結し、中小企業・小規模事業者の皆さんの
起業からＩＴ活用、販路相談、施策活用などさまざまな経
営相談を行っています。
７月からは、市役所での出張相談会も開始します。経営上
の相談がある方は、お気軽にご連絡ください。
①出張相談会
日時 ７月19日㈭ 13:30～16:30
※前日までに徳島県よろず支援拠点にご予約ください。
※毎月第3木曜日に開催します。
場所 市役所 206会議室
②県南部サテライト相談所
日時 ７月11日㈬、８月８日㈬、９月12日㈬
10:00～16:00 ※毎月第２水曜日に開催します。
場所 南部総合県民局阿南庁舎３階 協議室
問 徳島県よろず支援拠点（☎088−676−4625）
または商工観光労政課（☎22−3290）へ

天文台で七夕飾りを作ったり、短冊を
書いたりして星に願いを込めましょう！
日時 ７月７日㈯ 午前の部：午前 時
～正午、午後の部：午後１時～３時
※時間内ならいつでも参加可
対象 幼児とその保護者
紙芝居 幼児向けの七夕にまつわる紙芝
居も行います（１回約 分）。
①午前 時～、②午前 時～、③午後１
時～、④午後２時～
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火星観望会 （有料・申込不要）

40
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（有料・要申込）
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年ぶりに地球と大接近する火星！四
国最大の望遠鏡で観察してみよう。
日 時 ７ 月 日 ㈫（ 最 接 近 日 ）、 ８ 月
日㈫、 日㈬ 午後８時 分～ 時
対象 どなたでも（幼児、小中学生は保
護者同伴）
料 金 大 人 ３ ０ ０ 円、 高 校 生 ２ ５ ０ 円、
小中学生２００円、幼児無料

21

夏休み星空教室

10

星 座 早 見を 作り、夏の大三角を 観 察します。

30

小学４年生で学習する内容に合わせて行います。

日時 ８月 日㈮、 日㈮ 午後７時～
９時 分
対象 小学３年～６年生
定員 それぞれ親子 組 人（先着順・
定員に達し次第締切）
参加料 ２００円（保護者は無料）
参加方法 ７月 日㈯から、電話または
ホームページでお申し込みください。

な ん 2018.07
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サマー・サイエンス・スクール

広報 あ

７月の催し

問い合わせは 光のまちステーションプラザ（☎24−3141）へ
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●教育長報告
①各学校からの校長ヒアリングについて
②アカデミック・プログレス・プロジェクト事業選考について
③阿南市市制60周年記念事業
「阿南海の子プログラム」事業について
④こころのプロジェクト「夢の教室」開催について
⑤「赤ちゃん授業」開催について
⑥中学校の修学旅行の状況について
●学校評議員の委嘱について（学校教育課）
●学校訪問について（学校教育課）
●阿南市教育研究活動等事業補助金交付要綱の一部を改正す
る要綱について（学校教育課）
●施設型給付対象私立幼稚園の保育料等に関する要綱の一部
を改正する要綱について（学校教育課）
●施設型給付対象私立幼稚園に対する阿南市預かり保育料補
助金交付要綱の一部を改正する要綱について（学校教育課）
●施設型給付対象私立幼稚園に対する阿南市給食費補助金要
綱の一部を改正する要綱について（学校教育課）
●阿南地区義務教育諸学校教科用図書採択について
（学校教育課）
●阿南市社会教育委員の委嘱について（生涯学習課）
●阿南市学校給食審議会委員の委嘱について（学校給食課）
●阿南市立図書館協議会委員の委嘱について（図書館）
※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

阿波踊り活竹人形作り、星形あんどん作り常時開催中！

（有料・要申込）
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「古代の鏡を作ろう」※両方全員参加

23

50

５月定例会（５月24日開催）で、次の内容に
ついて審議し、承認されました。

■みんなで集マルシェ
７月21日㈯ 10:30～15:00
ステーションプラザに普段は置いていない特別な商品を販
売します。なかなか出会えない珍しい商品も!?
ぜひお立ち寄りください。
■展示コーナー 10:00～20:00
※最終日は早めに終了する場合があります。
○～心を育む～ウォルドルフ人形展 ７月１日㈰まで
○写真＆ストロー細工展 ３日㈫～16日㈷
※３日㈫は12:00～
○ハーバリウム＆フラワー展 18日㈬～29日㈰
※18日㈬は12:00～
■体験コーナー
○ハーバリウムを作りましょう 【参加費】1,500円
【定員】各回15人 【持参物】なし
▶８日 ㈰ 13:00～15:00 【申込締切日】６日㈮
▶14日㈯ 13:00～15:00 【申込締切日】13日㈮

３日間かけて、実験や工作、生き物の
標本作りを行います。なお、２日目と３
日目は希望により植物・昆虫の２つのコ
ースに分かれて活動します。
日程 【共通】７月 日㈯、 日㈰
【昆虫コース３日目】８月 日㈰
【植物コース３日目】８月 日㈰
各日午前９時～午後４時
実験 「ドライアイスで遊ぼう」

17

対象 ３日間とも参加できる小学３年～中学生
定員
人
（先着順・定員に達し次第締切）
参加料 【植物コース】２０００円
【昆虫コース】２５００円
参加方法 ７月１日㈰から申込書を持
参・郵送していただくか、ホームページ
からお申し込みください。

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
７月の休館日
２日㈪、９日㈪、 日㈫、 日㈪、
日㈪
42
－

教育委員会定例会だより

野球のまち推進課（☎22－1297）へ

光 のまちステーションプラザ

■ ウミガメ上陸に関するお願い

30

日時 ７月28日㈯ 13:20開会
場所 文化会館１階 ホール
演題 「差別って いったいなんやねん？～私と部落問題～」
講師 一般社団法人 山口県人権啓発センター
事務局長 川口泰司さん
※託児あり（要申込み：７月19日㈭まで）
※駐車台数が限られていますので、乗り合わせにご協力くだ
さい。
問い合わせは 人権・男女参画課（☎22−3094）へ

▼

参加資格 小学１年生から一般の方
※ピアノを使わない演奏はご遠慮ください。
開催日 ８月25日㈯、26日㈰
場所 夢ホール（文化会館）
参加料 出演者１人あたり1,000円
※４人以上は何人でも4,000円とします。
定員 各日75組（先着順）
申込方法 ①名前 ②年齢 ③住所 ④電話番号 ⑤
演奏曲目、作曲者（編曲者） ⑥演奏所要
時間（10分以内）⑦アンサンブルの場合
は編成、譜面台、いすの必要数 ⑧開催日
のうち都合のつかない日を記入して、メー
ルまたは往復はがきでお申し込みください。
※演奏会は、ケーブルテレビが収録放映する場合があ
ります。
募集期間 ７月24日㈫まで（必着）
申込先 〒774-0030 富岡町西池田135番地1
文化会館「みんなでピアノ物語」係
e-mail:yumehallciviccouncil@gmail.com
問い合わせは 文化会館「みんなでピアノ物語」係
（☎23－5599）へ

中小企業の経営相談会のご案内

同和問題講演会

JAアグリあなんスタジアムほか

▼

７月の日程

▼

球場へ行こう!

▼

出演者募集

▼

■ みんなでピアノ物語

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

な ん 2018.07

18

