■ こどものための音楽会
シリーズ１１（おんがくしつトリオ）

「音楽室で使ったあの楽器、実はこんなに面白い！」
をコンセプトに、ピアノ・リコーダー・鍵盤ハーモニ
カで編成した上質なアンサンブルの音楽会です。
こどもから大人までファミリーで楽しめるプログラム
となっています。
日時 ５月25日㈯ ①11:00～ ②14:30～
場所 文化会館 視聴覚室
出演 内藤 晃（ピアノ）、菅谷詩織（鍵盤ハーモニカ）、
下中拓哉（リコーダー）
入場料 700円（当日800円）
ペアチケット1,300円（前売りのみ）
※３歳以下は無料
チケット販売所 文化会館、情報文化センター、平惣
（阿南センター店、羽ノ浦店、徳島店）、
黒崎楽器（阿南店、徳島本店）、アピカ
問い合わせは 文化会館「こどものための音楽会」
（☎23－5599）へ

■ チャレンジとくしま芸術祭２０１９ 巡回展
２月に徳島市で開催されたイベント「チャレンジとく
しま芸術祭2019」の巡回展を文化会館で行います。
美術作品の「展示部門」と音楽やダンスの「パフォー
マンス部門」の2部門を開催します。
場所 文化会館
入場料 無料
〈展示部門〉
期間 ５月12日㈰～18日㈯ 9:00～17:00
（最終日は16:00まで）※15日㈬は休館
〈パフォーマンス部門〉
日時 ５月18日㈯ 13:30開演
問い合わせは 文化会館（☎21－0808）へ

ベートーヴェンとトルストイには「クロイツェル・ソ
ナタ」という同名の作品があります。今回の企画は、
クラシック音楽とその曲にゆかりのある文学作品の両
方を楽しみます。音楽と文学が融合した空間をぜひご
堪能ください。
日時 ５月11日㈯ 14:00開演
場所 文化会館（夢ホール）
出演 髙旗健次（ヴァイオリン）、英 美生（ピアノ）、
佐々木義登（作品解説）
入場料 1,500円（当日500円増し）、
高校生以下1,000円
※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）までお申し込みください。）
チケット販売所 文化会館、情報文化センター、平惣（阿
南センター店、羽ノ浦店、徳島店）、黒
崎楽器（阿南店、徳島本店）、アピカ
問い合わせは 文化会館「トルストイとベートーヴェン」
係（☎23－5599）へ
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●阿南署管内平成31年３月分。カッコ内は１月からの累計。
損害額は未確定分を含んでいません。
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JAアグリあなんスタジアムほか
○阿南市高校野球交流戦 １日㈷、６日
（振休）
、11日㈯
○野球観光ツアー
３日㈷ TUBE ライダー（大阪府） Aoenoito（岡山県）
４日㈷ 野洲市早朝野球連盟（滋賀県）
○四国アイランドリーグ公式戦 ４日㈷ 18:00～ 徳島対愛媛
○少年野球阿南大会 ５日㈷
○徳島県中学校軟式野球春季リーグ大会 18日㈯、19日㈰
○西日本早起き野球大会 25日㈯、26日㈰
○高校野球南部ブロック大会 31日㈮

問い合わせは

野球のまち推進課（☎22－1297）へ

防災資機材を整備しました
宝くじの助成金（コミュニティ助成事業）により、自主防災組織活
動用移動かまど・ユニバーサルテントなどの資機材を整備しました。
整備備品 ・保管庫 １台 ・移動かまど １台
・ユニバーサルテント 30張
危機管理課

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

教育委員会定例会だより
３月定例会（３月15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

●教育長報告
①幼・小・中学校卒業証書授与式について
②教職員人事異動について
③３月議会より
④各課平成31年度当初予算の主要項目について
●阿南市教育委員会事務局規則の一部を改正する規則について
●教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則について
●阿南市立公民館長の任命について
●阿南市立公民館分館長の委嘱について
●阿南市教育集会所長の委嘱について
●阿南市立学校の施設の開放に関する規則の全部改正について
●阿南市文化財保護審議会委員に委嘱について
※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

春の行楽期における交通事故の防止
行楽シーズン中、いろいろな行楽地へ自動車で出かける
方も多いかと思います。
ドライバーは、県外の旅行先へマイカーで出かける場合、
日程に無理のない計画を立て、心と体に余裕のある運転
をしましょう。また県内では、県外のドライバーが地元
の道を走ることになります。ゆずり合いの気持ちを持っ
て運転しましょう。
自転車や歩行者の方も交通ルールを守るとともに、特に
薄暮時、自転車の方は早めにライトを点灯し、歩行者は
反射材を活用するなど、自分の存在をドライバーにア
ピールし、交通事故を防ぎましょう。
問い合わせは 阿南警察署（☎22−0110）へ
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科学
センター
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５月の日程

子ども科学フェスティバル
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球場へ行こう!

科学センターでは、ゴールデンウイー
ク中、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。いずれ
も予約不要、参加無料です。
日時 ５月３日㈷～５日㈷ 午前 時～
午後４時
内容
日替工作（午前 時～正午、午後１時～
４時）
３日㈷「プラコップの宙返り」
「光の全反射カードを作ろう」
４日㈷「ストローロケットを飛ばそう」
「スライムを作ろう」
５日㈷「かさ袋ロケットを作ろう」
「よく回るＣＤゴマを作ろう」
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佐々木義登

５月の催し

■みんなで集マルシェ 11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
※各展示とも展示入れ替えのため、初日は12:00から
開始、最終日は15:00までに終了します。
○点描墨絵展 ６日（振休）まで
○花たちの作品展～春～ ８日㈬～19日㈰
○楽しい生地達 21日㈫～６月２日㈰
■体験コーナー
○プリザーブドフラワーを作りましょう
12日㈰ 13:00～15:00 【申込締切日】10日㈮
【参加費】3,000円
【定員】10人
【持参物】はさみ（あれば）
○ハーバリウムを作りましょう
26日㈰ 13:00～15:00 【申込締切日】24日㈮
【参加費】1,500～2,000円 【定員】15人
【持参物】なし

おもしろ科学実験 午前 時～、午後２
時 分～の２回実施（１回約 分）
３日㈷「花火を楽しもう」
４日㈷「送風機で色々な物を浮かそう」
５日㈷「ＬＥＤで回路を楽しもう」

広報 あ

光 のまちステーションプラザ

デジタルプラネタリウム 午前 時 分
～、 時 分～、午後１時 分～、３時
～の４回実施（１回約 分）
投映番組
「今夜の星空と春の１等星のひみつ」
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美生

ビッグシャボン玉で遊ぼう 午前 時～
正午、午後１時～４時（悪天候の場合は
中止）
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英

※子ども科学フェスティバルの詳細はホ
ームページもご覧ください。
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髙旗健次

ゴールデンウイーク
天体観望会 （有料・要予約）

42
－

四国最大の望遠鏡を使って、春ごろに
見えるさまざまな天体を観察します。参
加者には科学センターのオリジナル天体
写真を１枚プレゼント！
日時 ５月３日㈷～５日㈷ 午後７時～、
８時～、９時～（１回約 分）
参加料 大人３００円、高校生２５０円、
小中学生２００円、幼児無料
※悪天候の場合は中止となります。

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
５月の休館日
２日㉁、７日㈫、 日㈪、 日㈪、
日㈪
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■ トルストイとベートーヴェン
～クラシック音楽とゆかりの文学～

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