■ 平成30年度（第47回）阿南市文化祭
出品作品の募集

■ 講演会「長国の埋蔵文化財」伍
長国の朱in阿南
阿南市で現在調査を進めている、
「若杉山遺跡」と「加
茂宮ノ前遺跡（県調査）」について報告します。
日時 10月14日㈰ 14:00～
場所 文化会館 研修室
講師 (公財）
徳島県埋蔵文化財センター 田川 憲さん
若杉山遺跡調査検討委員会 高島芳弘さん
展示会 文化会館１階ラウンジにて「若杉山遺跡と加
茂宮ノ前遺跡の出土品」の展示会を開催中で
すので、あわせてご覧ください。
問い合わせは 文化振興課（☎22－1798）へ

■ ～夢で逢いまショー～ vol.１
（柳家喬太郎 ）チケット販売について
日時 10月６日㈯ 18:30開演
場所 夢ホール（文化会館）
出演 柳家喬太郎（落語家）、一龍斎貞寿（講談師）
入場料【全席指定】3,500円（当日500円増し）
チケット販売場所 文化会館、情報文化センター、徳
島新聞社事業部（各販売店取次ぎ）
、平惣（阿南セン
ター店・羽ノ浦店・小松島店・徳島店）
問い合わせは 文化会館（☎21－0808）へ

■ 阿南市市制施行60周年記念事業
オペラ「かぐや姫」チケット販売について
日時

11月24日㈯ 15:00開演
   25日㈰ 14:00開演
場所 コスモホール（情報文化センター）
入場料 【自由席】一般4,000円、
高校生以下2,000円（当日500円増し）
チケット販売開始日 ８月29日㈬
チケット販売場所 文化会館、情報文化センター、徳
島新聞社事業部（各販売店取次ぎ）
、平惣（阿南セン
ター店・羽ノ浦店・小松島店・徳島店）
問い合わせは 情報文化センター（☎44－5000）へ

阿南竹プロジェクト（竹の楽器制作ワークショップ）
の参加者たちもコンサートの中で出演します。
日時 ９月17日㈷ 15:00開演
場所 夢ホール（文化会館）
入場料 【自由席】2,000円（当日500円増し）
チケット販売場所 文化会館、情報文化センター、徳
島新聞社事業部（各販売店取次ぎ）、平惣（阿南セン
ター店・羽ノ浦店・小松島店・徳島店）
問い合わせは 文化会館（☎21－0808）へ
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光 のまちステーションプラザ

９月の催し

■みんなで集マルシェ
22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
最終日は展示入れ替えのため15:00までに終了します。
○古希の趣味（陶芸） 28日㈫～９月９日㈰まで
※８月28日は12:00～
○第２回めだかの楽校竹細工展
11日㈫～24日（振休）※11日は12:00～
○徳島の景勝 26日㈬～10月８日㈷
※26日は12:00～
■体験コーナー
○ハーバリウムを作りましょう
16日㈰ 13:00～15:00 ※ビンのサイズが選べます。
【申込締切日】14日㈮
【参加費】1,500円または2,000円 【定員】15人
【持参物】なし
○楽しくプリザーブドフラワー体験
30日㈰ 13:00～15:00 【申込締切日】28日㈮
【参加費】3,000円 【定員】10人
【持参物】はさみ（あれば）

阿波踊り活竹人形作り、星形あんどん作り常時開催中！
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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野球のまち推進課（☎22－1297）へ

科学
センター

50

問い合わせは

宇宙の日記念
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○四国アイランドリーグ Plus定期交流戦
１日㈯ 18:00～ 徳島対読売ジャイアンツ３軍
○四国アイランドリーグ Plus公式戦
５日㈬ 18:00～ 徳島対愛媛
○プライドジャパン甲子園四国大会 15日㈯ 8:30～
○阿南市高校新人交流戦 16日㈰ 8:30～
○徳島県高校野球秋季大会
17日㈷、22日㈯、23日㈰、24日㈷ 8:30〜
○中国プロ野球天津ライオンズ合宿 26日㈬ 8:30～
○第８回西日本あかつき大会 29日㈯、30日㈰

特別講演会＆中秋の名月観望会

30

９月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

（無料・申込不要）

30

■ 阿南市市制施行60周年記念事業
東京楽竹団コンサート チケット販売中

球場へ行こう!

宇宙の日を記念して、作文絵画コンク
ールの表彰式を行い、ＪＡＸＡ特別講師
による講演会を実施します。なお講演会
参加者は、そのあとの中秋の名月観望会
にご参加いただけます。
日程 ９月 日（振休）
時間 午後６時から受付開始、６時 分
から表彰式、６時 分～９時まで講演会・
観望会
参加方法 当日、開始時間までに科学セ
ンターにお越しください。講演会の参加
者には受付で記念品を差しあげます。
※悪天候の場合は、観望会のみ中止。
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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 10月13日㈯ 14:00開演
場所 文化会館 ホワイエ（ロビー）
出演 青山 唯、青山 咲
入場料 一般500円（ワンドリンク付き）仲良しチケ
ット（２人以上：１人につき400円）は前売
りのみの取扱い。※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

（無料）
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■ ホワイエコンサート  「青山 唯（ハープ）」

おもしろ科学実験

広報 あ
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同和問題の解決をしていく上で重大な人権侵害と
なる身元調査をなくすため、啓発活動を行います。
日時 ９月22日㈯ 15:00～16:00
場所 フジグラン阿南店、ザ・ビッグエクストラ阿南店
内容 「身元調査お断り」ワッペン配布による啓発活動
参加団体 市内高等学校・高等専門学校、特別支援学校
問い合わせは 人権教育課（☎22－3392）へ

毎回テーマを変え、小学生から楽しめ
る科学実験ショーを行っています。
日時 毎週土、日曜日 午前 時～ 時
分、午後２時 分～２時 分
内容 実験テーマの詳細は、ホームペー
ジをご覧ください。
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子ども藍染め教室
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（有料・申込必要）
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科学センターで育てた藍の葉を使って、
藍染めの仕組みを学びながら、ハンカチ
を染めてみましょう。
日時
月７日㈰、 日㈰ 午後１時
分～３時
対象 小学生～中学生（保護者の同伴必
須）
申込方法 希望日を選択の上、電話また
はホームページからお申し込みください。
申込開始日 ９月 日㈯
定員 両日 組 人程度（先着順）
参加料 子ども１人２００円（保護者無
料）
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（無料・申込不要）
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第47回阿南市文化祭の俳句大会、短歌大会、美術展
の作品を募集します。
俳句・短歌作品（未発表のものに限ります）
出品点数 ・俳句…当季（秋）雑詠2句
・短歌…1首
出品方法 はがきに住所、氏名、電話番号を記入のう
え、 俳 句・ 短 歌 と も に9月7日 ㈮（ 必 着 ）
までに、文化振興課（俳句係）または（短
歌係）までお送りください。
送付先・問い合わせは
〒774-8501 富岡町トノ町12番地3
文化振興課（☎22－1798）へ
美術展作品
出品資格者 市内在住または出身で、市と関係の深い
方（小・中学生は出品できません）
作品の規格 額装にはガラスを用いないこと
■日本画…６号～50号で、額装か表装（アクリルも
不可）
■洋画…６号～50号で、額装（50号は縦額のみ）
■書道…半切以下で表装か軸仕立て（縦額のみ）
■写真…半切から全紙まででフスマ切り
■彫塑・工芸・デザイン…１ｍ×1.5ｍ未満、高さ１
ｍまでで展示にふさわしいように仕立てること
出品点数 原則１人１点（写真、彫塑・工芸・デザイ
ンは２点まで可）
会費・出品料 市の美術協会会員は不要。初めて出品
される方は、会費と入会金の2,500円
が必要です。
作品の受付・搬入場所と日時
文化会館 研修室２ 10月28日㈰ 9:30～12:00
問い合わせは 文化振興課（☎22－1798）へ

かんたん！わくわく工作
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幼児から参加できる楽しい科学工作を
行います！ちびっ子の皆さんはぜひ、お
集まりください。
日程 ９月 日㈷
「竹とんぼを作ろう」
９月 日（振休）
「切り折り紙飛行機を作ろう」
時間 午前の部 午前 時～ 時 分
午後の部 午後１時 分～３時 分

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
９月の休館日
３日㈪、 日㈪、 日㈫、 日㈫
42
－

「身元調査お断り」ワッペン運動を行います

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