■ コスモホール

クリスマスライブ

■ 阿南市市制施行60周年記念事業
オペラ「かぐや姫」
《チケット好評発売中》

出演者を公募した演奏会です。
日時 12月２日㈰ 13:30開演
場所 コスモホール
（情報文化センター）
入場料 無料
問い合わせは 文化会館「クリスマスライブ係」
（☎23－5599）へ

■ 第５回あなん遍路おもかげウオーク
～かも道・いわや道・平等寺道～
日時 11月23日（金・祝） 9:10～15:00（受付9:00～）
※雨天時中止（中止の場合は当日までに電話連絡しま
す。
）
集合場所 お松大権現駐車場（加茂谷中学校西側）
参加料 500円（保険料・資料代等として）
※参加料は、当日受付でお支払いください。
参加定員 80人（先着順。定員に達し次第、募集を締
め切ります）
※定員に達した結果、参加できない方にも通知します。
申込方法 往復はがきでお申し込みください。
申込締切日 11月12日㈪（当日消印有効）
往復はがきの記入内容
【往信おもて面：申込先の宛名】
〒774-8501 富岡町トノ町12番地３
文化振興課「あなん遍路おもかげウオーク」係
【往信うら面】
①参加者氏名（１枚に２人まで）②住所 ③電話番号
※参加者が２人の時、②と③は代表者のみ記入。
【返信おもて面：参加者の住所氏名】参加者の住所、
氏名
【返信うら面】 白紙のままで何も書かない。
注意事項 険しい山道を歩きます。十分な装備でご参
加ください。食事・飲み物はご自身でご用
意ください。
問い合わせは 文化振興課（☎22－1798）へ
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問い合わせは

教育総務課（☎22−3299）へ

11月の催し

■みんなで集マルシェ
24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。
○プリザーブドフラワー作品展 〜４日㈰
○Ｋamansa☆パステル展vol.5 ６日㈫～18日㈰
初日（６日）は12:00～
○思い出のリフォーム展 20日㈫～12月２日㈰
初日（20日）は12:00～
■体験コーナー
○ハーバリウムを作りましょう Ａutumn
11日㈰ 13:00～15:00【申込締切日】９日㈮
【参加費】中 1,500円 大 2,000円【定員】15人
【持参物】なし
○ジェルキャンドルを作りましょう Christmas☆
25日㈰ 13:00～15:00 【申込締切日】23日㈷
【参加費】2,000円 【定員】10人 【持参物】なし
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光のまちステーションプラザ
（☎24−3141）へ

科学
センター

30

※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。

阿波踊り活竹人形作り、星形あんどん作り常時開催中！

3件（21）
0千円（83,758千円）

●阿南署管内平成30年９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。
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●阿南市社会教育委員の委嘱について（生涯学習課）

光 のまちステーションプラザ

公益社団法人徳島被害者支援センターのご案内
犯罪の被害に遭い、悩みや不安を抱えている方のための電
話相談や面接相談の窓口があります。被害に遭われた方だ
けでなく、ご家族やご友人からのご相談も受け付けています。
一人で悩まず、何でもお気軽にご相談ください。
場所 徳島市福島１丁目１番13−101号
受付時間 月曜日、水曜日～土曜日 9:00～16:00
（祝日、12月29日～１月３日を除く）
※面接は原則要予約
被害に遭われた方、ご家族のご相談（☎088−678−7830）
犯罪被害者相談・心のケア（☎088−656−8080）
問い合わせは 阿南警察署（☎22−0110）へ
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●教育長報告
９月議会 代表・一般質問の主な内容と答弁について

野球のまち推進課（☎22－1297）へ

阿南警察署だより
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９月定例会は、９月21日に開催されました。
内容については次のとおりです。

青少年のための科学の祭典
徳島大会 （無料）

な ん 2018.11
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教育委員会定例会だより

阿 南 市 を は じ め、 県 内 の 学 校 や 企 業、
大学などから、科学体験や工作ができる
ブースが多数出展されます。子どもから
大人まで科学を楽しめる催しです。
日時
月 日㈯、 日㈰ 午前 時～
午後４時
※実施内容等くわしくは、学校を通じて
配布されるチラシをご覧ください。
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問い合わせは

（無料）
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○徳島県中学校新人大会
10日㈯、18日㈰、23日㈷
○徳島県高校野球連盟体力・技術向上研修会
24日㈯ 9:00〜12:00
○野球観光ツアー
３日㈷ 11:00〜17:00
大阪ベイブルース（大阪府）、京ヶ峰岡田病院（愛知県）
24日㈯ 13:00〜17:00 門真ＯＢボーイズ（大阪府）
25日㈰
9:00〜13:00 前㈱キッズ（大阪府）

科学の祭典記念講演会
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11 月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

科学の祭典開催を記念して、次のとお
り科学講演会を実施します。
「サンゴと共生」
徳島でも見られるサンゴについてわか
りやすくお話をしていただき、人間と海
について考えます。講演後はサンゴでス
タンプを作り、それを使ってポストカー
ド工作も行います。
日時
月 日㈯ 午前 時 分～ 時
講師 海陽町海洋自然博物館マリンジャ
ム 戎田龍之介さん
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かんたん！わくわく工作
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（無料・申込不要）
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（無料）

26

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。
「ジャンプロケットを作ろう」
日程
月３日㈷
時間 午前の部 午前 時～ 時 分
午後の部 午後１時 分～３時
分
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おもしろ科学実験
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11月24日㈯ 15:00開演（14:30開場）
   25日㈰ 14:00開演（13:30開場）
場所 情報文化センター（コスモホール）
内容 新たな国民的オペラとして世界的に注目を集め
ているオペラ「かぐや姫」。「竹取物語」をより
わかりやすく解釈し、オペラならではの美しい
旋律と歌声で世代を超えたお客様に感動をお届
けいたします。ソリストには東京を拠点に活躍
するオペラ歌手を迎え、地元阿南期待の歌手の
他、阿南で結成
された合唱団約
40人 も 参 加 し、
竹の里・阿南な
らではの演出を
加えた、子供か
ら大人まで楽し
めるＳＦファン
指揮・演出：平井秀明
タジーです。
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

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。
日程 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、科学センタ
ーのホームページをご覧ください。

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
月の休館日
５日㈪、 日㈪、 日㈪、
日㈷（臨時休館）
、 日㈪
11

23

日時

球場へ行こう!

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