■ 劇団四季 ファミリーミュージカル
「王様の耳はロバの耳」チケット販売開始

光 のまちステーションプラザ

スローフローヨガ

日時

平成31年２月23日㈯
18:00開演（17:30 開場）
場所 コスモホール（情報文化センター）
入場料 【全席指定】Ｓ席5,000円、Ａ席 3,500円
親子席12,000円（２部屋：１部屋につき４人）
※当日券は500円増し。
※３歳未満の幼児の入場はご遠慮ください。
※親子席券は情報文化センターのみ取り扱いです。
チケット販売開始日 12月４日㈫ 9:00～
（徳島新聞社事業部は同日 9:30～）
チケット販売場所 情報文化センター、徳島新聞社事
業部
問い合わせは 情報文化センター（☎44－5000）へ

日時

12月20日㈭

■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。
○思い出のリフォーム展 ～２日㈰まで
○みんなの冬物語 ４日㈫～24日㈪
■体験コーナー
○阿波踊り竹人形を作りましょう
９日㈰ 13:00～15:00
【申込締切日】７日㈮
【参加費】男女人形２体500円 【定員】15人
○ＬＥＤグラスを作りましょう Christmas
16日㈰ 11:00～12:00、13:00～15:00
【申込締切日】なし 当日お越しください。
【参加費】300円 【定員】なし

19:30～20:30

場所 スポーツ総合センター サブアリーナ
対象 18歳以上
料金 500円
※サンアリーナ温水プールの定期券もご利用できます。
定員 30人
申込方法 12月４日㈫10:00から受付を開始します。
※申込みは定員になり次第締め切ります。
※電話での申込みも受け付けます。
持参物 飲み物、タオル、ヨガマット
※ヨガマットをお持ちでない方は貸出します。
※当日は動きやすい服装でお越しください。
中崎

優さん

問い合わせは

問 七見町下川田100番地１
サンアリーナ温水プール（☎22−8733）へ

12月16日㈰
14:00 開演（13:30 開場）
場所 夢ホール（文化会館）
内容 県内外で活躍の演奏家の皆
さんに公募して行うコンサ
ートです。ピアノや管、弦、打楽器のさまざま
な音色を迫力の演奏でお楽しみください。
入場料 500円 ※高校生以下は無料
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※無料託児所を開設します。ご希望の方は１週間前ま
でに託児係（☎23－5599）にお申し込みください。
チケット販売場所 文化会館、情報文化センター、市
民会館、平惣（阿南センター店・
羽ノ浦店・徳島店）、アピカ、黒
崎楽器（阿南店・徳島本店）
問い合わせは 夢ホールコンサート係（☎23－5599）
へ

救

急

件
数
搬送人員

252件（2,804）
238人（2,700）

問 七見町下川田100番地１
サンアリーナ温水プール（☎22−8733）へ
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指導資格認定インストラクター

中崎

教育委員会定例会だより
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10月定例会（10月23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県市教育委員会合同学校訪問中間報告について
②平成30年度 全国学力・学習状況調査結果と課題に
ついて
③教職員の働き方改革について
④市中学校新人大会結果について
⑤市中学校駅伝競走大会結果について
⑥各種研究大会・発表会等の予定について
●阿南市立幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則につ
いて
●阿南市立幼稚園第３子以降児給食費免除実施要綱の一部
を改正する要綱について
●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
●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
交付要綱の一部を改正する要綱について
●阿南市私立幼稚園就園奨励事業費補助金交付規則の一部
を改正する規則について
●平成30年度阿南市人権教育協議会支部大会の日程等に
ついて
※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
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野球のまち推進課（☎22－1297）へ

特別観望会

40

問い合わせは

（有料・申込不要）
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○徳島県中学校軟式野球秋季リーグ戦 １日㈯、８日㈯
○阿南市議長杯野球大会 ２日㈰
○チャリティー大会 ９日㈰
○阿南市少年野球選手権大会 22日㈯、23日㈰
○小松大谷高校（石川県）合宿 26日㈬、27日㈭

「ふたご座流星群を観察しよう」
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4件（25）
0千円（83,889千円）

●阿南署管内平成30年10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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12 月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

ふたご座流星群のお話のあと、観望デッ
キに寝転がり流れ星の観察を行います。会
場には大型のブルーシートを設置します。
日時
月 日㈮ 午後７時～９時
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。（予約不要）
参加料 大人３００円、高校生２５０円、
小中学生２００円、幼児無料
※悪天候時は中止（中止の判断は午後５
時 分）

な ん 2018.12

優さん

インストラクター IYC ヨガベーシック SLOW-FLOW YOGA

「部分日食を観察しよう」

広報 あ

222件（2,157）
0人（
2）
19人（ 219）

（無料・申込不要）
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件
数
死
者
負 傷 者

約３年ぶりに日 本で見られる部 分日 食
の観 察 会を 行います。 当日は太 陽を 安 全
に見ることができる 日 食メガネを 貸し 出
します。 阿 南 市では午 前８時 分から日
食がスタートし、９時 分に最も欠けます。
日時 平成 年１月６日㈰ 午前８時
分～ 時 分
※悪天候時は中止
（中止の判断は午前８時）
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あぶない ! こんなに事故が
交通事故

（無料・申込不要）
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日時 12月23日㈷ 9:45～10:30
場所 スポーツ総合センター サブアリーナ
対象 保護者（18歳以上）と子ども（年中～小学６年生）
料金 １組800円
定員 10組（20人）※保護者１人につき、子ども１人
申込方法 12月４日㈫10:00から受付を開始します。
※申込みは定員になり次第締め切ります。
※電話での申込みも受け付けます。
持参物 飲み物、タオル、ヨガマット
※ヨガマットをお持ちでない方は貸出します。
※当日は動きやすい服装でお越しください。

かんたん！わくわく工作
「クリスマスリースを作ろう」

31 10

年末年始における交通事故防止
年末年始は、交通量の増加等に伴い、交通事故が多発する
傾向にあります。気持ちよく新たな１年を迎えられるよう、
交通ルールを守るとともに、早めのライト点灯と積極的な
ハイビームの活用など、交通事故防止に努めましょう。
また、飲酒運転により尊い命が奪われる事故が後を絶ちま
せん。忘年会などお酒の席が多くなりますが、飲酒運転は
絶対にやめましょう。
問い合わせは 阿南警察署（☎22−0110）へ

親子でヨガ教室

幼児から参加できる楽しい工作を行い
ます！ちびっ子の皆さんはぜひ、お集ま
りください。
日時
月 日（振休）
午前の部：午前 時～ 時 分
午後の部：午後１時 分～３時 分
内容 色とりどりの折り紙を使って、簡
単なクリスマスリースを作りましょう。
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－

新春・たこ作り教室

12

直方体の立体たこを作り、芝生広場で
飛ばしてみましょう。
日時 平成 年１月５日㈯、６日㈰
両日とも午後２時～
参加方法 当日整理券配布（午後１時～）
※小学４年生以下は保護者同伴
参加料 無料（１家族たこ２個まで）

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

29

光のまちステーションプラザ
（☎24−3141）へ

阿南警察署だより

■ 第16回 夢ホールコンサート
日時

球場へ行こう!

阿波踊り活竹人形作り、星形あんどん作り常時開催中！

インストラクター IYC ヨガベーシック SLOW-FLOW YOGA
指導資格認定インストラクター

12月の催し

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