邦楽への招待20周年となる今回は、尺八演奏家の川
村泰山さんと、鈴木 福くんファミリーがゲストとし
て出演します。邦楽の厳かな演奏と楽しいトークをお
楽しみください。また、鈴木 福くんファミリーと合
奏をする共演者を募集します。
日時 ３月29日㈰ 13:00開演
場所 コスモホール（情報文化センター）
入場料 【全席自由】一般 2,500 円、
高校生以下1,000円
※当日は各チケット500円増しです。
チケット販売場所 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
次します。）平惣（阿南センター店、
羽ノ浦店、小松島店、徳島店）
【鈴木 福くんファミリーと共演 応募要項】
演奏曲目 宙（そら）シャンシャン（川村利美 作曲）
さくらドリーム（川村利美 作曲）
応募資格 ３回の練習と前日リハーサル、本番すべて
に参加できる小、中、高校生の方
日程【練習】２月23日㈰、３月８日㈰、３月24日㈫
各日10:00～12:00
【前日リハ】３月28日㈯ 14:00～16:00（予定）
参加費 6,000円
（きょうだいでの参加は２人で10,000円）
※「邦楽への招待Vol.20」招待チケット１枚を含む。
楽器借用料 箏の借用については、練習日のみ無料で
ご用意します。前日リハーサルや本番時
に借用箏を使用の場合、両日で2,000円
（ミニ箏は1,000円）が必要です。
レッスン講師 徳島会場（藤本 玲さん）、
阿南会場（白浜雅伎さん）
応募方法 専用の応募用紙を情報文化センターへ持参
または郵送にてご応募ください。
申込締切日 ２月14日㈮
問い合わせは 情報文化センター（☎44－5000）へ

＜共通事項＞
場所 健康づくりセンター２階
定員 50人（先着順）
※要予約、入場無料
問い合わせは 保健センター（☎22−1590）へ

教育委員会定例会だより

阿南警察署（☎22−0110）へ

12月定例会（12月19日開催）で、次の内容に
ついて審議し、承認されました。

●教育長報告
１ 市教委指定学力向上研究発表会について
２ オーストラリアの小学校とのスカイプ交流について
３ 「知っておきたい子どもたちの世界」
（青少年健全育
成センター提供）について
４ 徳島駅伝結団式について
５ 県「教育の情報化推進フォーラム」について
６ 今後の主な行事予定について
●阿南市教育振興基本計画素案について（教育総務課）
●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
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阿南警察署だより

おもしろ科学実験
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高血圧と減塩について考える
～減塩は健康につながるキーワード～
日時 ２月29日㈯ 10:00～12:00
内容 ▶講演① 高血圧と減塩
講師 阿南医療センター院長 玉置俊晃さん
▶講演② おいしく食べて塩分を減らすコツ
講師 管理栄養士 三野千恵子さん
申込締切日 ２月26日㈬

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。
日程 毎週土、日曜日の午前 時～ 時
分、午後２時 分～２時 分
内容
２月１日㈯ 「偏光板で遊ぼう」
２月２日㈰ 「３Ｄめがねを作ろう」
２月８日㈯ 「重心をさがそう」
２月９日㈰ 「ＬＥＤで電気ができる 」
２月 日㈯ 「 ふわふわ浮くよ！不思議なクラゲ」
２月 日㈰ 「 紫外線で浮かび上がる絵や文字」
２月 日㈯ 「残像の不思議」
２月 日㈰ 「空気の力はすごい」
２月 日㈯ 「スノードームの不思議」
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食育講演会

人権・男女参画課（☎22−3094）へ

デジタルプラネタリウム （無料）

30

問い合わせは

毎週土、日曜日と祝日の午後１時 分～、
３時～の２回実施。投映時間は約 分。
投映テーマ 「 今夜の星空とシリウスのひみつ」
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（無料・申込不要）
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※託児あり。２月17日㈪までにお申し込みください。
※お車でお越しの方は、乗り合わせにご協力ください。

●阿南署管内令和元年12月分合計。カッコ内は令和元年の累計。
●損害額は未確定分を含んでいません。

かんたん！わくわく工作
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幼児から参加できる楽しい工作を行います！
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こころの健康講演会
日時 ２月21日㈮ 13:30～15:00
基調講演「睡眠とメンタルヘルス」
内容
講師 社会医療法人杜のホスピタル
理事長 髙坂要一郎さん
情報提供「あなたもゲートキーパー」
講師 阿南保健所健康増進担当
申込締切日 ２月17日㈪

あぶない ! こんなに事故が

阿波踊り活竹人形作り常時開催中！
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健康講演会

日時 ２月25日㈫ 14:00～15:30
場所 文化会館１階 視聴覚室
演題 「インターネットによる人権侵害」
講師 株式会社 情報文化総合研究所 代表取締役
武蔵野大学 名誉教授 佐藤佳弘さん

問い合わせは

●いままで作ってきたものを見てもらいたい。
グループで作ってきた記念に。
無料で２週間場所をお貸しします。
●教室の宣伝に。作り方を教えたいのに場所がない。
１日無料で場所をお貸しします。
問い合わせは 光のまちステーションプラザ
（☎24−3141）へ

時間 午前の部
時～ 時 分
午後の部 １時 分～３時 分
●オレンジパワーでスタンプを作ろう
開催日 ２月 日㈷
内容 オレンジ油で発泡スチロールを溶かし
て、オリジナルスタンプを作ります。
●行ったり来たりするおもちゃを作ろう
開催日 ２月 日（振休）
内容 ゴムの力で行ったり来たりするおもち
ゃを作ります。
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第６回阿南市
人権教育・啓発市民講座

冬季の凍結事故防止について
積雪等により早朝、夜間は路面が凍結し、交通事故が多発
する恐れがあります。凍結している道路では、スピードを
抑えて、車間距離を多めにとり、急発進、急ブレーキをし
ないように心掛けてください。
また、思いやりのある運転をして、交通事故を未然に防ぎ
ましょう。携帯電話やカーナビの確認は、車を安全な場所
に止めてから行いましょう。

２月の催し

■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。
○Kamansa☆New year! 〜16日㈰
○みんなのシリーズ第11弾
みんなのひなまつり２ 18日㈫～３月８日㈰
○ボタニカルアート展 ３月10日㈫～22日㈰
■体験コーナー
○麻紐であんどん作り ８日㈯ 13:00～15:00
【申込締切日】7日㈮【参加費】3,000円【定員】5人
【持参物】あれば汚れても良いタオル
○おひなさまを作りましょう 15日㈯ 10:00～
【申込締切日】14日㈮【参加費】1,500円【定員】5人
【持参物】エプロン

コズミック・カレッジ参加者募集
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光 のまちステーションプラザ

●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
●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
申込方法 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。
申込締切日 ２月 日㈰（先着順）
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
２月の休館日
３日㈪、 日㈪、 日㈪、 日㈫
42
－

今年もスペシャルゲストとして、甲斐靖文さんをお迎
えします。明治大学マンドリン倶楽部の迫力ある演奏
をぜひお楽しみください。羽ノ浦中学校マンドリン部
とのコラボ演奏もあります。
日時 ３月10日㈫ 18:30開演
場所 コスモホール（情報文化センター）
入場料 【全席自由】2,500円※当日券は500円増しです。
未就学児の入場はご遠慮ください。
チケット販売場所 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

▼

～２０周年記念みんなで伝えよう和のひびき～

■ 明治大学マンドリン倶楽部演奏会

▼

■ コスモホール邦楽への招待Vol.20

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