■ ホワイエコンサート（テノール）
陽射しあふれるホワイエ。
土曜の午後のひとときを音楽と
お茶でおくつろぎください。
日時 ７月６日㈯ 14:00開演
場所 文化会館 ホワイエ
出演 山中雅博（テノール）、
増田敏子（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

■ 加藤登紀子コンサート「あなたに捧げる歌」
（チケット販売中）
「百万本のバラ」
「知床旅情」
など、世代やジャンルの垣根
を越えて観客を魅了し続けて
いる加藤登紀子。徳島2days
最終日の公演をコスモホール
にて開催します。
日時 ８月25日㈰ 14:30開演
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5,500円、Ａ席3,000円
※各種チケット当日券は500円増し。ただし、前売券
が完売した際は、当日券の販売はありません。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
（無料託児サー
ビスをご希望の方は1週間前までにお申し込みくだ
さい）
チケット販売所 情報文化センター、文化会館、徳島
新聞社事業部（各販売店でも取次ぎ
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 情報文化センター（☎44－5000）へ

昨年12月開催の「夢ホールコンサート」のオーディ
エンス賞受賞者によるコンサートです。
日時 ６月９日㈰ 14:00開演
場所 夢ホール（文化会館）
出演 秋山綾音、齋藤綾香（マリンバデュオ）、
井手端 聡（クラリネット）、梅本敏行（ピアノ）
入場料 500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。（無料託児サー
ビスをご希望の方は１週間前までにお申し込みくだ
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「ロレアコンサート」係
（☎23－5599）へ

■ 綾戸智恵 （チケット販売中）
～ DO JAZZ LIVE Gokko 2019 in Summeｒ～
日時
場所
出演

７月13日㈯ 14:30開演
夢ホール（文化会館）
綾戸智恵、
大槻”KALTA”英宣、宮川 純
入場料 【全席指定】Ｓ席5,000円、
Ａ席3,000円
※各種チケット当日券は500円増し。
※未就学児の入場はご遠慮ください。（無料託児サー
ビスをご希望の方は1週間前までにお申し込みくだ
さい）
チケット販売所 文化会館、情報文化センター、徳島
新聞社事業部（各販売店でも取次ぎ
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

あなんカルチャー

■ 阿南市文化・スポーツ講演会
「令和の幕開けと共にいまを」
文 化 会 館 開 館20周 年
を記念し、講演会を開
催します。講演は２本
立てで、阿南高専教授
で萬葉集研究の博士の
錦織浩文さんが、「令
錦織浩文さん
中野泰造さん
和」について出典元と
なった「万葉集」の要
約や解釈を分かりやすく解説します。さらに「ノーサ
イン野球」の生みの親でもある中野泰造さんが、富岡
西高校との出会いや、阿南に根を下ろし活動されてい
ることを話します。
日時 ６月８日㈯ 13:00開演
場所 文化会館（視聴覚室）
演題 ①「令和と万葉集」
講師：阿南工業高等専門学校教授・博士（文学）
錦織浩文さん
②「一生生き甲斐ある人生を送るため」
講師：㈳国際野球観光交流協会・野球のまち
推進課アドバイザー 中野泰造さん
入場料 無料
問い合わせは 文化会館（☎21－0808）へ
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ロレアコンサート

土、日曜日の午前 時～、午後２時
分～の２回実施。実施時間は約 分です。
６月のテーマ
１日㈯ 「磁石の不思議」
２日㈰ 「虹の色は何色かな」
８日㈯ 「インクの花を咲かせよう」
９日㈰ 「アルコールでロケット発射！」
日㈯ 「音が作り出す世界を体験しよう」
日㈰ 「ホタルの光の秘密を探ろう」
日㈯ 「ブラックライトの世界」
日㈰ 「調べてみようフルーツパワー」
日㈯ 「ホバークラフトってなに？」
日㈰ 「斜面をトコトコ歩く二足歩行
ロボット」

広報 あ
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デジタルプラネタリウム （無料）
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毎週土、日曜日の午後１時 分～、３
時～の２回実施。投映時間は約 分。
６月のテーマ 今夜の星空と天の川のひ
みつ

24

フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットの木
管四重奏に、ピアノを加えたアンサンブルです。演奏
会を定期的に行っているほか、動画サイトに投稿した
演奏動画の総再生回数は約40万回にも及んでいます。
日時 ６月23日㈰ 14:00開演
場所 コスモホール（情報文化センター）
出演 「Ensemble Mega Ne」
入場料 2,000円、学生1,000円（26歳まで対象）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
（無料託児サービ
スをご希望の方は１週間前までに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「アンサンブルコンサート」係
（☎23－5599）へ

（有料）
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■ アンサンブル メガ ネ 演奏会
～初夏に響く管弦の調べ～

夜間天体観望会

10

■ 第９回

「飛んでイスタンブール」
「モンテカルロで乾杯」な
ど数々のヒット曲をもつニ
ューミュージックシンガー。
待望の徳島公演をコスモホ
ールで開催します。
日時 ７月６日㈯ 18:00開演
場所 コスモホール
（情報文化センター）
入場料 【全席指定】2,500円
※当日券は500円増し。ただし、前売券が完売した際
は、当日券の販売はありません。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
（無料託児サービ
スをご希望の方は１週間前までにお申し込みください）
チケット販売所 情報文化センター、文化会館、徳島
新聞社事業部（各販売店でも取次ぎ
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 情報文化センター（☎44－5000）へ

四国最大の天体望遠鏡で宇宙の神秘を
のぞいてみよう！
日時 毎週土曜日の午後７時～、８時～、
９時～の３回実施。各回約 分。
予約 電話またはホームページからご予
約ください。
料 金 大 人 ３ ０ ０ 円、 高 校 生 ２ ５ ０ 円、
小中学生２００円、幼児無料

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
６月の休館日
３日㈪、 日㈪、 日㈪、 日㈪
42
－

■ 庄野真代コンサート（チケット販売中）

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