■「第58回 阿南市美術展」 出品作品募集
５月３日㈷～５日㈷ 9:00～17:00
（５日は16:00まで）
場所 文化会館（視聴覚室、研修室）
出品資格 市内在住者または出身者、その他阿南市と
関係の深い方で、阿南市美術協会の会員の
方（初めて出品される方は、阿南市美術協
会に入会していただきます。）
※中学生以下の方は出品できません。
出品点数 １人につき１部門あたり２点まで
作品規格
日本画 ６号以上50号まで（額装または表装）
洋 画 ６号以上50号まで（額装）
書 道 聯落以下（額装または軸仕立て、縦横自由）
写 真 単写真、組写真とも半切およびＡ３から全
倍サイズ、画面の長辺は40㎝以上90㎝以内
スクエアサイズ（正方形）は一辺が30㎝
以上50㎝以内
組写真は１パネル（縦180㎝×横90㎝以内）
に全作品を縦に固定
彫塑工芸 1.5㎡以内（展示にふさわしいように仕
立てること。）
※作品にガラスを用いないこと。アクリル
板可（工芸の押し花作品のみガラス可）
出品料 １点につき500円
美術協会年会費1,500円（初めて出品される
方と３年以上出品されていない方は、入会金
1,000円が必要）
作品搬入 ５月１日（水・祝） 9:30～12:00
受付場所：文化会館2階 研修室
※この日以外の受付はできません。
出品申込 ４月20日㈯（必着）までにはがきで申込みを
してください。
※申込用のはがきは文化振興課窓口にあります。
※締め切りを過ぎると、目録に記載することができま
せん。
問い合わせは 文化振興課（☎22－1798）へ

○第12回西日本生涯還暦野球大会
19日㈮ 15:00〜15:30 開会式
20日㈯、21日㈰ 9:00～15:00 試合
市内市民球場、那賀町・美波町・海陽町の各球場で
同時開催。
○四国アイランドリーグ plus
1日㈪ 18:00～
徳島対香川オリーブガイナーズ
10日㈬ 18:00～
徳島対高知ファイティングドックス

件
数
死
者
負 傷 者

197件（386）
4人（ 4）
17人（ 35）

救

急

件
数
搬送人員

288件（660）
270人（621）

火

災

件
数
損 害 額

3件（7）
0千円（0千円）

●阿南署管内平成31年２月分。カッコ内は平成31年の合計。
損害額は未確定分を含んでいません。
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野球のまち推進課（☎22－1297）へ

科学
センター
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（無料・申込不要）
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問い合わせは

かんたん！わくわく工作
「ジャンプロケットを作ろう」

40

19

交通事故

４月の日程

JAアグリあなんスタジアムほか

幼児から参加できる楽しい工作を行い
ます！
日程 ４月 日㈷～５月１日㈷
時間 午前の部
時～ 時 分
午後の部 １時 分～３時 分
内容 スーパーボールの力で飛ぶストロ
ー式のロケットを作ります。
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球場へ行こう!

阿南警察署（☎22−0110）へ

子ども科学フェスティバル （無料）
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光のまちステーションプラザ
（☎24−3141）へ

31

期間 10月上旬まで   
場所 北の脇海岸北側
必要人数 30人以上からお申し込み可能
所要時間 30分程度
申込方法 事前に電話またはファクスでお申し込みく
ださい。※料金はお問い合わせください。
問い合わせは 中林漁業協同組合
（☎22−0509・FAX22−0843）へ
※受付8:30～15:30

あぶない ! こんなに事故が

阿波踊り活竹人形作り、星形あんどん作り常時開催中！
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阿南市観光地引網を開設しました

市民生活課（☎22−1116）へ

子ども向けの科学実験や工作ができる
特設のブースを出展します。
日時 ５月３日㈷～５日㈷ 午前 時～
午後４時
主な内容
・科学工作（日替り）
・おもしろ科学実験（日替り）
・デジタルプラネタリウム
・ビッグシャボン玉で遊ぼう（屋外）
・夜間天体観望会（有料・予約制）
※テーマや時間の詳細は４月中旬頃にホ
ームページで公開します。
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問い合わせは

友の会 会員募集

広報 あ

○賀上書道教室作品展 ７日㈰まで
○陶芸二人展 ９日㈫～21日㈰ ※９日㈫は12:00～
○点描墨絵展 23日㈫～５月６日
（振休）
※23日㈫は13:00～
■体験コーナー
○ジュエルソープを作ろう 21日㈰ 13:00～15:00
【申込締切日】19日㈮ 【参加費】1,000円
【定員】５人
【持参物】なし
○あんどん作り体験 27日㈯ 13:00～15:00
【申込締切日】26日㈮ 【参加費】3,000円
【定員】5人 【持参物】なし

年度

23

※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。

商工観光労政課（☎22−3290）へ

9:30 ～11:30

通勤・通学時の交通事故防止を！
４月は進学と就職の季節です。
新生活に伴って、車や自転車、徒歩等で通勤・通学
する方が増加し、交通事故が多発する傾向にありま
す。
一人一人が交通ルールや交通マナーを守り、事故を
起こさないように心がけましょう。

■みんなで集マルシェ 13日㈯ 10:00～15:00
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

問い合わせは

問い合わせは

阿南警察署だより

４月の催し

平成
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光

問い合わせは

教育総務課（☎22−3299）へ

科学センターでは、平成 年度科学セ
ンター友の会の会員を募集しています。
年会費 個人会員 ２０００円
家族会員 ３０００円
組程度
（先着順・５月 日㈰まで）
定員
入会方法 友の会入会申込書（科学セン
ターホームページにも掲載）に必要事項
を記入し、科学センター窓口で会費を添
えて申し込んでください。なお初回の活
動は５月 日㈰となります。
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開催日 毎月第2・４火曜日
場所 市役所1階 相談室

※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。

阿南市少年少女発明クラブ
平成 年度クラブ員募集
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－

●阿南市立幼稚園条例施行規則等の一部を改正する規則
について

のまちステーションプラザ

津峯山一帯に2,000本のソメイヨシノ・ぼたん桜・山
桜が咲き競います。
日時 ４月３日㈬ 10:00～ ※小雨決行
場所 津峯山山頂（津峯神社境内）
内容 もち投げ、捧げもち競争ほか

国の行政等に関する苦情・意見・要望を聞き関係機
関へ通知し解決・実現の手助けをさせていただきま
す。市では、国からの委嘱行政相談委員が無料で相
談に応じます。
国の行政の制度や仕組みが分からないなど、お気軽
にご相談ください。秘密は固く守られます。

●教育長報告
①アカデミック・プログレス・プロジェクト報告会に
ついて
②教職員人事異動関係について

問い合わせは

津峯公園桜まつり

～あなたの声をお聞かせください～

２月定例会（２月22日開催）で、次の内容に
ついて審議し、承認されました。

市内の小中学校に通う小学４年生以上
を対象として、科学工作を中心に、原則
毎月第３土曜日の午前中に、年間 回程
度活動します。高専の先生などを迎えて
の講座や、夏休み中には市内外の企業の
工場見学なども予定しています。活動は
５月からを予定しています。
定員
人（先着順）
年会費 ２０００円（工作材料費）
入会方法 ４月中旬ごろ市内各学校を通
じて配布されるチラシをご覧の上、お申
し込みください。なお４月下旬に、発明
クラブの体験会も実施予定です（体験会
は 参 加 無 料・ 申 込 み 制 ）。 く わ し く は、
チラシをご覧ください。

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
４月の休館日
１日㈪、８日㈪、 日㈪、 日㈪、
日㈮
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総務省の行政相談とは

教育委員会定例会だより

開催日

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