■ 第１７回夢ホールコンサート 出演者募集

■ みんなでピアノ以外物語 出演者募集
ピアノを含まない演奏での出演者を募集します。アン
サンブルやソロなどの演奏を夢ホールのステージでご
披露ください。

日時 12月14日㈯、15日㈰ 各日14:00開演
場所 夢ホール（文化会館）
応募資格
①大学および短期大学の音楽科卒業者
※来場者の投票によるオーディエンス賞選考の対象と
なります。
（オーディエンス賞受賞者は翌年6月開
催の「ロレアコンサート」に出演いただくことがあ
ります。
）
②継続的に演奏活動を行っている20歳以上の団体
演奏方法 原則として音響機器（マイク等）を使用し
ない自然音での演奏
演奏時間 15分以内（応募多数の場合は演奏時間に
ついてご相談することがあります。）
参加費
①ひとり3,000円
②団体参加費3,000円＋団員数×1,000円
※参加費と同額分の入場チケットをお渡しします。
定員 15組（先着順）
申込締切日 ８月31日㈯（定員に達し次第締め切りま
す）
応募方法 出演申込書（文化会館に備え付け）に必要
事項を記入の上、下記までご提出ください。
申込先 〒774‐0030 富岡町西池田135番地１
NPO法人夢ホール市民協議会夢つくりあなん
第17回夢ホールコンサート 係
※メールでもご応募いただけます。
問い合わせは 文化会館「夢ホールコンサート」係
（☎23－5599）へ
e-mail:yumehallciviccouncil@gmail.com

かつて県南にあった長国の実態
を、最新の調査成果からひもと
いていきます。
日時 ８月31日㈯ 13:30～
場所 文化会館 研修室
入場料 無料
演題
①「長国の埋蔵文化財について」
講師：（公財）徳島県埋蔵文化財センター
藤川智之さん
②「阿南市の遺跡」
講師：阿南市文化振興課 向井公紀
問い合わせは 文化振興課（☎22－1798）へ

■ 昭和の歌コンサート「愛の賛歌」
チケット販売中
日時 ９月13日㈮ 18:30開演
場所 夢ホール（文化会館）
入場料 【全席自由】2,000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

■（公財）よんでん文化振興財団派遣助成事業
文化会館開館20周年記念事業
川井郁子 ヴァイオリンコンサート
（公財）よんでん文化振興財団
の助成により、文化会館開館
20周年を記念し、川井郁子さ
んのコンサートを開催します。
チケットは好評発売中です。
日時 10月６日㈰ 14:00開演
場所 夢ホール（文化会館）
入場料 【全席指定】一般1,000円 、
高校生以下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
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夏の企画展「月のふしぎ」（無料）

10

あなんカルチャー

身近な天体「月」について、クレータ
ーや月の砂のレプリカ、さらに日本の月
探査衛星「かぐや」の観測成果など、さ
まざまな展示を行います。夏休みの自由
研究のヒントを探してみよう！
日程 ８月１日㈭～ 日㈯ 午前９時
分～午後４時
※休館日除く
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ペルセウス座流星群観望会
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（有料・申込不要）
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ペ ル セ ウ ス 座 流 星 群 に つ い て 説 明 後、
流星群の観望を行います。併せて大型望
遠鏡で土星などの観察も行います。
日時 ８月 日（振休） 午後８時～ 時
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
協力 徳島天文研究会
※悪天候時は中止
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かんたん！わくわく工作

広報 あ

16

10 12
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幼児から参加できる楽しい科学工作を
行います！
日時 ８月 日（振休）
午前の部
時～ 時 分
午後の部 １時 分～３時 分
テーマ 「切り折り紙飛行機を飛ばそう！」
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おもしろ科学実験

13

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。自由研
究のヒントが見つかるかも。
日 程 夏 休み期 間は毎日（ 休 館日 除 く ）
午後２時 分～２時 分
※土、日曜日と８月 日㈬～ 日㈮は午
前 時～ 時 分も実施。
内容 実験テーマはホームページをご覧く
ださい。

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
８月の休館日
５日㈪、 日㈫、 日㈪、 日㈪
42
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日時 11月10日㈰ 14:00開演
場所 夢ホール（文化会館）
応募資格 中学生以上の方
演奏方法 ピアノおよび音響機器（マイク等）を使用
しない自然音での演奏
演奏時間 15分以内（応募多数の場合は演奏時間に
ついてご相談することがあります。）
参加費 １組につき1,000円
定員 15組（先着順）
申込締切日 ９月９日㈪（定員に達し次第締め切ります。）
応募方法 メール
（e-mail:yumehallciviccouncil@
gmail.com）に下記の必要事項を記載し、
ご応募ください。①代表者名（中学・高校・
大学・社会人の別）②電話番号・住所 ③
アンサンブル名（ある場合）④出演者人数
⑤出演者名・演奏楽器 ⑥演奏曲目・作曲者・
編曲者 ⑦演奏所要時間 ⑧譜面台、いす
の必要数 ⑨演奏の録音データ（1分程度）
を添付してください。
※ピアノおよびマイク等の音響機器は使用できません。
※ケーブルテレビが収録、放映する場合があります。
また当会が撮影した写真はホームページ等の広報で
活用しますのでご了承ください。
問い合わせは 文化会館「みんなでピアノ以外物語」係
（☎23－5599）へ

■ 講演会「長国の埋蔵文化財 陸」
長国の埋蔵文化財 in 阿南

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