■ ピーコのシャンソンな昼下がり ～徳島出張篇～
シャンソン＆トークショー チケット発売中

Vocal

ピーコ

Piano
森若三栄子

Violin
椿 太陽

日時 ３月17日㈰ 12:30開演（開場11:30）
場所 夢ホール（文化会館）
入場料【全席指定】3,000円（当日は500円増し）
※前売りチケットが完売した場合、当日チケットは
販売しません。
※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週間前までに文化会館
（☎21－0808）まで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、徳
島新聞社事業部（各販売店でも取次します）、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

■ ホワイエコンサート
日時 ３月16日㈯ 14:00 開演
場所 文化会館 ホワイエ
出演 河野陽介（バリトン・右写真）
、
梅本敏行（ピアノ）
入場料 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）は前売りのみ取扱い。（電話予約可）
※未就学児は入場無料。
問い合わせは 文化会館「ホワイエコンサート」係
（☎23－5599）へ

●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
●平成30年度幼稚園・小学校・中学校卒業（修了）証
書授与式について
※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

県道蒲生田福井線の阿南・椿道路改修工事により、か
もだ岬温泉手前約５㎞で平日昼間、通行規制が行われ
ます。

自転車の施錠を確実に！
依然として、駅を中心に自転車が盗まれる被害が発生して
います。
その多くは、鍵をかけずに被害に遭っています。
確実に施錠し、被害に遭わない対策を心がけましょう。
問い合わせは 阿南警察署（☎22−0110）へ

工事箇所
椿町高瀬
通行止め期間 ３月18日㈪から１カ月程度
通行止め時間（平日、昼間） 8:00～10:00
10:15～12:00
13:00～15:00
15:15～17:15
※くわしくは、県ホームページでご確認ください。
問い合わせは 県道路工事担当（☎24－4241）へ
県ＨＰ:http://www1.road.pref.tokushima.jp
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●阿南署管内平成31年１月分。
損害額は未確定分を含んでいません。
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問い合わせは
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３月の催し

■みんなで集マルシェ 16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
※各展示とも最終日は展示入れ替えのため15:00までに終了。

○延 カズエ喜寿記念パッチワークキルト展 ～10日㈰
○Kamansa☆Spring
12日㈫～24日㈰ ※12日㈫は12:00～
○賀上書道教室作品展
26日㈫～４月７日㈰ ※26日㈫は13:00～
■体験コーナー
○ハーバリウムを作りましょう Spring
10日㈰ 13:00～15:00 【申込締切日】８日㈮
【参加費】1,500円または2,000円
【定員】15人
【持参物】なし
○パステルアート 春の花
24日㈰ 13:00～15:00 【申込締切日】22日㈮
【参加費】1,000円 【定員】5人
【持参物】なし（あれば手をふくタオル）
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

光 のまちステーションプラザ

（無料・申込不要）

（無料）
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○啓新高校合宿 ８日㈮午後～12日㈫午前
9日㈯ 練習試合
9:00～鳴門高校
13:00～高知中央高校
10日㈰ 練習試合
9:00～川島高校 14:00～阿南高専
11日㈪ 練習試合 10:00～生光学園 14:00～池田高校
○富岡西高校 特別練習試合
16日㈯ 9:00～脇町高校と２試合
17日㈰ 9:00～市立堺高校、城南高校と変則ダブルヘッダー
○徳島インディゴソックスオープン戦
20日㈬ 13:00〜四国学院大学
注意 試合開始時間はグラウンド状態により変更する場合
があります。対戦相手チームは、徳島県春季高校野球大会
の組み合わせ結果によっては変更する場合があります。

科学
センター
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３月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

かんたん！わくわく工作
「一反木綿のミニ凧を作ろう」
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球場へ行こう!

幼児から参加できる楽しい工作を行い
ます！
日程 ３月 日㈷
午前の部
時～ 時 分
午後の部 １時 分～３時 分
内容 一反木綿のよ
うな形をしたフワフ
ワ浮かぶ小さな凧を
作ります。
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おもしろ科学実験

な ん 2019.03

●教育長報告
①駅伝の応援・成人式についての感想・意見
②教職員の人事異動関係について
③服務規律の確保等について
④市職員の臨時的任用面接審査について

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、春休み期間の午
前 時～ 時 分、午後２時 分～２時
分の２回実施
※春休み期間の平日は午後からのみ

広報 あ

１月定例会（１月24日開催）で、次の内容に
ついて審議し、承認されました。

阿南警察署だより

通行規制のお知らせ

50

オリオン大星雲

17

問い合わせは
かもだ岬温泉保養施設（☎21－3030）または
商工観光労政課（☎22－3290）へ

内容 実験テーマの詳細
は、下のＱＲコードから
ご覧いただけます。
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★26日㈫は風呂（ふろ）の日です。
一般入浴料が半額に！ぜひご利用ください。
【３月の休館日】４日㈪、11日㈪、18日㈪、25日㈪

（有料）
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ご好評につき、３月も感謝イベントを開催します。
日時 ３月24日㈰ 12:30～15:00
場所 かもだ岬温泉保養施設（椿町船瀬60番地２）
内容 お楽しみ抽選会 先着50人
健康講話「貯筋（ちょきん）のおはなし
〜筋肉あれこれ〜」
健康セルフケア体操
講師 西條接骨院 院長 西條誠人さん
※くわしくは、市ホームページをごらんください。

定期天体観望会
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かもだ岬温泉保養施設感謝イベントⅡ

毎週土曜日に四国最大の天体望遠鏡を
使って、専門家が宇宙の神秘をご案内し
ます。
日程 毎週土曜日 ①午後６時～、②午
後７時～、③午後８時～
※１回約 分程度
参加料 大人３００円、高校生２５０円、
小学生２００円、幼児無料
申 込 方 法 予 約 は 電 話、
インターネットで受け付
けます。インターネット
で予約する場合は、下の
ＱＲコードからお申し込
みください。
観察内容 主に冬の天体。二重星、オリ
オン大星雲、
散開星団な
ど。月齢に
よっては月
もご案内し
ます。

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
３月の休館日
４日㈪、 日㈪、 日㈪、 日㈪
42
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教育委員会定例会だより

～温泉で心もからだもぽっかぽか～

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