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かもだ岬温泉保養施設

令和元年度阿南市
認定農業者フォーラム

■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。
○賀上書道教室書道展 ４日㈯～13日㈷
○陶芸二人展 15日㈬～26日㈰
○Kamansa☆New year! 28日㈫～２月16日㈰
■体験コーナー
○竹細工 干支を作ろう ５日㈰ 13:00〜14:00
【申込締切日】４日㈯ 【参加費】500円
【定員】５人 【持参物】なし
○プリザーブドフラワーを作りましょう
26日㈰ 13:00〜15:00 【申込締切日】24日㈮
【参加費】2,500円 【定員】10人
【持参物】なし（あればハサミ）

※26日㈰は風呂（ふろ）の日です。
一般入浴料半額に！ぜひご利用ください。
かもだ岬温泉保養施設（☎21－3030）へ

２月１日現在で、2020年農林業センサスが実施されます。
農林業センサスは、農林業の「今」を知り、
「未来」へつな
げる施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を
作成し、提供することを目的に、農林業を営んでいるさまざ
まな経営体を対象に 5 年ごとに行われる調査です。
調査対象の候補となる方には、１月下旬から調査員が伺いま
すので、ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせは 企画政策課（☎22−3429）へ

農業者相互の情報交換と連携強化を目的として、次のとお
り開催します。ぜひご参加ください。
日時 ２月４日㈫ 14:00～16:00
場所 文化会館 視聴覚室
内容
基調講演：地域特産マイスター榊野瑞恵さんによる講演
「木頭ゆずをめぐる『柚冬庵』の取組みについて」
事例発表：阿南市内認定新規就農者の方２人による活動
状況報告
※入場無料
問い合わせは 阿南市担い手育成総合支援協議会
（農林水産課内☎22−1598）へ

▼

【１月の休館日】
６日㈪、７日㈫、８日㈬、14日㈫、
20日㈪、27日㈪

農林業センサスに
ご協力ください

▼

かもだ岬温泉は県内屈指の天然温
泉です。ゆったりとおくつろぎく
ださい。

問い合わせは

１月の催し

中小企業の経営相談会のご案内

阿波踊り活竹人形作り常時開催中！

問い合わせは

■ 阿波人形浄瑠璃芝居 中村園太夫座公演
「中村園太夫座」は阿南市新野町中分地区に江戸末期
より伝わり親しまれてきました。伝承の技芸は新野中
学校民芸部など若い世代にも受け継がれています。郷
土の誇り「阿波人形浄瑠璃」を夢ホールでお楽しみく
ださい。
日時 １月26日㈰ 13:00開演
場所 夢ホール（文化会館）
演目 「寿三人三番叟」、「傾城阿波の鳴門 順礼歌の
段」
、
「傾城阿波の鳴門 十郎兵衛内の段」、「三
十三所花の山 壷坂観音霊験記 沢市内の段
山の段」
入場料 200円 ※高校生以下無料、未就学児の入場
はご遠慮ください。無料託児のご希望は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、平
惣書店（阿南センター店、羽ノ浦
店）
問い合わせは 文化振興課（☎22－1798）
または文化会館（☎21－0808）へ
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（無料・当日整理券）
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男女共同参画室

科学
センター

13

パソコン操作の基礎はもちろん、文字の入力などの入門的な
学習のほか、ワードでイラストを描くなど楽しくわかりやす
く講習します。パソコンに興味、関心のある方は、ご参加く
ださい。
対象 市内在住の在宅障がい者の方
日程 １月10日㈮～３月13日㈮の毎週金曜日 13:00～16:30
場所 科学センター
受講料 無料
定員 ５人
申込締切日 １月９日㈭
申し込み・問い合わせは
福祉課（☎22−1592・FAX22−1813）または徳島赤十字
ひのみね総合療育センター（☎0885−32−1884）へ

新春・凧作り教室

16

26

障がい者パソコン教室を開催します

立体凧という不思議な形をした凧を作り、
科学センターで凧あげをしましょう！
日時 １月５日㈰ ①午前 時～ ②午後
２時～
対象 どなたでも（小学３年生以下の方は
保護者同伴）
定員 各回 人（先着順。１家族凧２枚ま
で）
整理券 当日、窓口でお求めください。
※電話予約は不可。
※悪天候時は凧の工作のみ
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かんたん！わくわく工作「パラ
（無料・申込不要）
シュートを作ろう」

な ん 2020.01

21

12

幼児から参加できる楽しい工作を行います！

広報 あ
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開催日 １月 日㈷
時間 午前の部
時～ 時 分
午後の部 １時 分～３時 分
内容 身近なものを使って、とっても簡単
に作れます！どんなパラシュートができる
かな。
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申し込み・問い合わせは
〒774-8501 富岡町トノ町12番地３
（☎22−7401・FAX22−4785）へ

マイ一眼レフカメラで
冬の星を撮ろう！ （有料・要申込）
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30

男女が共にいきいきと生活できる男女共同参画社会を実現
するためには、まず家庭から。男性の皆さん、お菓子やお
寿司を楽しく作ってみませんか。
日程 第１回 ２月14日㈮ 「洋菓子編」
第２回 ２月26日㈬ 「和菓子編」
第３回 ３月10日㈫ 「ひな祭り寿司」
時間 10:00～12:30
講師 管理栄養士 橋本雅代さん
場所 ひまわり会館３階 グルメルーム
定員 25人（先着順）
参加費 １回500円（材料費として当日集金）
申込方法 住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、電話、
ファクスまたははがきでお申し込みください。
申込期間 １月６日㈪～20日㈪（当日消印有効）
※いただいた個人情報は目的以外に使用しません。

●教育長報告
1 中国・四国音楽教育研究大会徳島大会について
2 コンプライアンス意識の確立について
3 県・市教育委員会合同訪問について
4 県議会文教厚生委員会視察について
5 Ｂ＆Ｇ全国教育長会議について
6 今後の主な行事予定について
●阿南市就学援助規則の制定について（学校教育課）
●阿南市教育振興基本計画策定に係る骨子案について
（教育総務課）
●桑野小学校事務職員による不祥事事案について
（学校教育課）
●令和２年阿南市成人式について（生涯学習課）
●第66回徳島駅伝の日程等について（スポーツ振興課）
※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

自 分のデジタル一眼レフカメラを 使って、
冬の星たちを撮影してみよう。
（初心者向け）
日時 １月 日㈰ 午後７時～９時
対象 小学生から大人（小中学生は保護者
同伴 ）で、一眼レフカメラ・レンズ・三脚を
持参可能な方
※レリーズをお持ちの方はご持参ください。
参 加 料 大 人 ３００円、 高 校 生２ ５０円、
小中学生２００円
定員
組 人程度（先着順）
申込方法 ホームページからお申し込みくだ
さい。
※年末年始（ 月 日～１月３日）は受付
を休止します。
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11月定例会（11月22日開催）で、次の内容に
ついて審議し、承認されました。

コズミック・カレッジ参加者募集

42
－

中小企業・小規模事業者の皆さんのさまざまな経営相談を行
っています。本年は、キャッシュレス元年です。インターネッ
トのエリアマーケティングと合わせた導入が効果的です。手
順・手法等経営上の相談がある方は、
お気軽にご連絡ください。
●県南部サテライト相談所
日時 １月８日㈬、２月12日㈬、３月11日㈬ 10:00～16:00
※前日までに徳島県よろず支援拠点にご予約ください。
※毎月第２水曜日に開催します。
場所 南部総合県民局阿南庁舎３階 協議室
問い合わせは 徳島県よろず支援拠点（☎088−676−4625）
または商工観光労政課（☎22−3290）へ

パートナーシップセミナー
「男性のためのおかし＆おすし教室」
参加者募集

教育委員会定例会だより

●キッズコース（２月 日㈯）
対象 小学１年～３年とその保護者
定員
組 人（先着順）
●ファンダメンタルコース（３月１日㈰）
対象 小学４年～中学生
定員
人（先着順）
参加方法 ホームページからお申し込みいた
だ くか、 申 込 用 紙（ 市 内の学 校から 配 布 ）
を科学センターに持参してください。
申込期間 １月 日㈫～２月 日㈰
参加料 １人５００円（保護者無料）
内 容 講 座の詳 細は、ホームページまたは
申込用紙をご覧ください。

問い合わせは 科学センター
（☎
１６００）へ
１月の休館日
１日㈷～３日㈮、６日㈪、 日㈫、
日㈪、 日㈪
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光のまちステーションプラザ
（☎24−3141）へ

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